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會合御知らせ
下の如く催します、知友お誘ひ御出席を。

1. 川原次吉郎（新歸朝入藤澤親雄.大橋介二郞> Karl Maier諸氏歡迎會 

今秋の日本エス大俗灌備相談

TEK新幹净選任

2. 七JJ-W.il（火）午後五時半より、新猶白十丫 GI何車必前ド車、電車通）

3-命費 六I•錢（:午後七叮:よりの御出席は十錢）

注意:御出席の方は必ず匕丿j㈣H夕までに學會宛に御通知丁さい

東京エスペラント俱樂部

東京學生エスペラント聯盟
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ふたたび拍車を

----- Ree Ni Spronu Nin------

今日の文明世界のうち、その最大の部 

分はヽあらゆる意味で、かつて人類の經 

驗した最も大きな動搖の渦にまきこま 

れ、いたづらな焦燥のうちにゝもがきあ 

へいでゐる〇

わがエスペラント界も亦、當然、これ 

らの混亂の影響を避けることができなか 

つ仁。

今、われわれの眼の前に橫仁はるかず

かずの困難のうち、 その最も大きなもの

をあげれば:

1)經濟上の不安

2) 一般社倉の誤解 

の二つである。

第一の困難はヽ一見われわれのみの問 

題でないとはいへ、それがも仁らす直接 

的影響の他に、それの壓迫が、一般社會 

をして、エスペラント運動を閑人の閑事 

業視せしめるにいたった。

第二の困難は、エスペラントの分野が 

擴人され、左翼方而の文化運動にも重耍 

な役割を演じはじめた結果ゝ社會のゝ小 

さからぬ部分がヽエス語をヽこの種思想 

の媒介物視するにいたったことである〇

以上二つの見解はゝいづれも認識不足 

によるものであるとはいへ、われわれは、 

十分な用意を整へて、彼零に正しき認戦 

を與へるやう努めるべきである。

われわれは、ここに、ふたたびヽわれ 

われ口身に拍車をあてて、この重大なる 

時機を戰ひヽー府確かな足場を明日に築 

きあげるため、最善の勞力を拂はなけれ 

ばならない。

この時にあたリゝ別項記載のとほりヽ 

內務、文務兩大臣宛に陳情書提出のこと 

が企てられたのは、まことに意義ありと 

いはなければならない。

これと同時に、新 家滿洲阈

政府當局者に對しても、友邦日本のエス 

ペランチスト團の名において、同様な陳 

情書を寒出し、建國勿々の時に、すくな 

くとも、エスペラントに就いての關心を 

持たしめることはたしかに機宜に適した 

ことである〇

會員諸氏は、一人のこらず、この主旨 

に賢同され、この行勤に參加されんこと 

を期待する。
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エスペラント陳情書提出に就て
才 高橋邦太郞

今囘次の如き陳情書をヽ內務大臣ゝ文部大臣ヽ及び滿洲國政府へ 

差出すことになりました。廣く全國同志の署名を集めてヽ陳情書と 

一緖に提出したいと思ひますのでヽ雛形の如き書式により、署名用 

紙に署名捺印の上ヽ七月末日までにヽ臨時陳情委員會假事務所（京都 

市外繼岡町エスペラント普及會）宛にお送!）を願ひます。

用紙は雜誌に同封してありますが、もし不足の場合は、普通の半 

紙を間に合はして下さって差支へあリません。

因みにこの陳情書を提出するために臨時陳情委員會を開き、ハ月 

初め同委員會を經て、それぞれ提出される筈であります。

尙今日までにゝ右計畫に賛意を表され、若くは己に署名され仁芳 

名は次の通りでございます。

淺井大阪外認敎授、淺旧授崎翳大敎授、植H1 
長崎醫大敎授・井上前東北大總長、上野孝男氏 

大井學氏、大石高層氣象臺長.岡本好次氏、小 

坂狷二氏ゝ尾崎行輝氏、川上慶大助敎授・川島 

鹿兒島高農敎授JI村醫學博士、北応鹿兒島高 

農敎授、木全陸軍少將、木下前東大敎授、黑 

板東大敎授・古屋野長崎醫大敎授.巫松前鹿 

兒鳥嵩農敎授、淸水平塚農學校長、下瀨陸軍 

々醫監、髙楠文學博士、高橋醫學博士、谷口鹿 

兒鳥离農敎授、出口宇知曆氏.土岐東朝部長、 

西束大敎授、藤澤前九大敎授、細川大阪帝大助 

敎授、穗積法學博士、本多東北大總長.松隈東 

北大助敎授・村E醫學博士 ■村田鹿兒島高農敎 

授、三島子爵、三石五六氏・美野m琢曆氏ヽ望月 

醫學博士、柳田東朝顧問.山本海軍造船中將. 

渡邊醫學博士（以下省略:?。c以上五十音順）

注 意

1-用紙は1枚に5人署名が出來るやうに 

なってゐる故、御自身以外に、知人の黑名も 

とっていただきたし。（但し・5人に滿たずと 

も差支へなし）.

2・內務大臣、文部大臣・滿洲國政府へと 

別々に提出する故、同じ人の署名を三枚の用 

紙各々に記入すること。

3-成可く毛筆にて。但しペンにても差支 

へなし。書體は皓書。

4.印は認印にてよろし。

5■締切は七月末口。

6宛名は.京都市外他岡町・エスペラント 

普及會內臨叮:陳情委員假事務所。

陳 情 書

（甲）內務大臣宛

近來國際間の關係交涉益々緊密頻繁ろ度を 

加へ來リヽ世界各國に於て.學習容易にして 

明確且つ絕對中立なる國際補助詰エスペラン 

卜が愈々廣く深く普及されつ、ある事は人類 

文化の爲.特に詩語的に極めて不利の立場に 

ある我H本に取り誠に慶賀に堪へぬ次第でち 

ります。

然るに一部に於ては、エスペラント使用者 

を以て或種危險思想の抱懐者なる如く狹解さ 

れ、爲に他のエスペランティストにして往々 

あらぬ迷惑を蒙る事あるは我々の甚だ遺憾と 

する所であります。

エスペラントは如何なる思想とも特殊め關 

係を持たぬ事は「プーロニュの宣言」に依っ 

ても明かであります。强ひて求むるならば. 

現今諸種の國際交涉に於ける如く、二三の國 

民が卩:界の他の阈氏に對して口國語の使用を 

强制し、從って其强制されたる國民が實質的. 

精神的に大なる損失を受けつ、ある現狀を打 

破し、何れの國民も國際的交涉には中立的國 

際補助語エスペラントを使用し、機會均等の 

實を擧げんと云ふ言語的國際正義の思想に外 

ありませぬ〉我々がエスペラントの普及を驼 

ひ、乂努力する所以は、エスペラントが人類 

の文化に大なる貢献をなすものなると共に我 

□本に對して外交に.學術に、通商に、敎育 

に英大なる利益を齎らすものなるを信ずる、 

愛阈の至情に出でたものであります。

エスペランティストにして危險思想の者な 

しとは审しませぬ。然しそれはエスペラント 
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其物の危險性を示すものでなく・國際用とし 

て該語の至便好適なるを示すものであります 

最近獨逸リーサ市に於て警察官のエスペラン 

ト阈際同盟を組織せる如き・戈南京政府が懈 

敏にも該語を利用して「世界平和の脅威」と 

題し.II支爭件に關する逆宣傳を全世界に向 

って試次、故m中首相の執奏文と云ふを課載 

し各國わ注意を喚起せるが如きも、エスペラ 

ント應用の範圍に制限なき事を如賞に物語っ 

て居ます。異民族意思疏通の最捷徑機關とし 

て芳案された言語の序でありますから.斯く 

各方面に利用されるのは'战然と言はねばなり 

ませぬ。若しエスペランティストに危險人物 

があったからとて語其物を危險視せねばなら 

ぬなら英語も、佛語も、果ては日本語も同じ 

粘論になる譯であります。

閣下・我々の意のある所を御明察下され. 

御管下の諸官にエスペラントに對する正しき 

御理解を有たれる樣御訓示の程伏して御願中 

上げます。

尙玆に添へました册子はエスペラントの 

本質現狀等を群細に記述しありますか 

，ら・御多忙中とは存じますが幸に御淸鑑 

を賜はりますれば私共の本懊とする所で 

あります。

昭和七年 月 日 

内務大臣山本達雄閣下

〔乙）文部大臣宛

近來國際間の交涉益々其緊密頻繁の度を加 

へ來ると共に學習容易にして明確且つ絕對中 

立なる國際補助語エスペラントの世界各國に 

於て愈々廣く深く實用化されて參りました爭 

は人類文化の爲、特に言語的に極めて不利の 

立場にある我國に皈り慶贺に堪へぬ次第であ 

vます。

我國の對外關保に於ける現狀を見ますに. 

秋Ĵ語の勢力の貧弱なる爲、外交に、通商に、 

學術敎育等あらゆる方面に實莊的.精神的に 

莫大な損失を蒙りつ'ありますから、エスペ 

ラントは斯る國よりしてこそ卒先普及に盡力 
すべき筋合のものと存じまチ。まして旣に各 

國共盛んに賞用しつ、ある今日、我國內に普 

及の要を愈々痛感する次第であリます。

普及の般捷徑は學校の敎科程に編入する事 

であると存じますが獨・英・佛、米.オラン 

ダ、ハンガリ・チェコスロヴァキヤ等に於て 

は旣に一部の學校に正科或は隨怠科として敎 

授され、何れも良好なる成績を收めてゐます。 

我國に於ても至急其運びにいたす必要ありと 

信ずるのであります。

就ては此際御省にエスペラント調査會の如 

きものを設けられ.該語を小學の上級及び屮 

等學校の科程に編入する事に就て調査を開始 

せしめられ度.若し斯る急激なる敎育制度の 

改正は然るべからずとあらば.せめては英國 

エックルス小學校の例にf效ひ、試驗的にでも 

敎授を開始する事に就て調査を進めしめられ 

麦、困難な發昔.不規則な文法・剧【解な慣用 

語尊の爲め我靑年男女が修學時間ら大部分を 

浪費し、而かも具能率の擧らざるが花だしき 

外國詰を今尙普通敎育の亟要科程と見做しっ 

っある現狀に罐次、玆に赤心を披瀝して御淸 

鑑を仰ぐ次笫であリます。

尙調:住令御設立の際御下命あらば陳情委員 

に於て經驗と譏見を有する最も適當な人々を 

推朗致すべく準備のかる事を附記致します。

玆に添へました册子はエスペラントの木 

質及び世界に於ける該語普及の現狀等を 

正確に示して居ります。御參考の資とな 

らば本懐の至りであります。

昭和七年 月 日

文部大臣鳩山一郞閣下

〔丙）滿洲國政府宛

謹んで巾します。

內は濟世安民.外は門戶開放機會均等の旗 

幟を揭げ、玆に潑潮たる威容を東亞の天地に 

現出されたる、貴國家の誕生に對し滿腔の誠 

意を以て祝福すると共に.理想政治の實現に 

向って着々其經綸を進められつ、ある、貴官 

並びに貴國家の諸官に對し.深"なる敬意を 

表する爭は我々の最も光菜とする所でありま 

す。

さて此機會に於て特に.貴官及び貴國家 

に進・3・したい事は 現在全世界のあらゆる文 

明國に於て頻りに宣傅され實用化され、」丄っ 

當然必須なるものとして公認されっゝある國 

際補助詔エスペラントに就てヾありますC

舉習の容易なる事は斯語の最も誇りとする 

特徵で、西洋人たると束洋人たるとを問はず 

例へば英詰に比すれば、其六分一の努力を以 

て習得實用し得るのであります。

又如何なる國、如何なる民族の獨占物でも 

なく.絕對中立でありますから.斯語の使用 

に'站っては兩者全く對等の地位に淤かれるの 

で.實質的.精神的に何等の特權も屈從もな 

く•此點は貴建國の綱領たる機會均等の辎 

神と全く 一致するものなると共に.又東洋諸 

（246頁へ續く） ゝ



244

エスペラントミ世界の言語
Ĵ i r k 〇 v 一 し 

Takagi-H.S?

この論文（Esperanto kaj lingvoj de la mondo）わ1932 年 EKRELO から出 

版された《Al lu No" Etapo》にのせられたもの、この本わ各國勞働者エスペ 

ラント團體所屬の莒話委員會の國際書記局から出した論文集。著者Ĵirkov敎段

わSEU新進の言詰學者。

すべての人工的國際語の計畫案の屮で.た 

だ1つエスペラントだけが滅びずに、生きて 

いる。エスペラントだけが今後の成功と發展 

の機會お持っている。

この游實わどうゆうことを示しているの 

か?

われわれわエスペラントの主な特艮とする 

〇ヨーロッパ共通の用語と語いの國際性と. 

2；文法の非常な簡單さとお知っている.國際 

補助語とゆうものわゼヒともこうゆう性質お 

臬よていなければならないのか?

しかり、この性質お持っていなければなら 

ないのだ〇

ヨ-ロッパ共通の技術用語わ全世界的とな 

っている、少くとも世界的になり始めている。 

アジアの文化的言語わだんだんとそれお取り 

入れている。ギリシア、ラテン系の用語わヨー 

ロッバがどこよりも先に技術發達の逍お進ん 

でいるためにすべてのその發爭相手お•打ちま 

かした〇ヨーロッパ的用語わ今までに、また 

現在でもかなり币要な2つの銭爭相手お持つ 

ていた:その一方わアラビア系用語であり. 

他わシナの用語だった。アラビア語わ（語の 

轉來が非常に規則正しいために）技術用語お 

つくるにわ特に都合がよい、しかもアラビア 

語の用語わイスラム敎（囘敎）文化の彳珂ノれ 

ているすべての國の言葉に廣く用いられてい 

る〇 この國々でわ socialisto, revolucio, ekono
miko とゆうような單語わ今までアラビア語 

の形で存在している。しかしこの用語わずつ 

と前からヨーロッパのラテン系、主にフラン 

ス語形の言葉と戰いつヾけている。例えば・ 

ペルシア語でわoc:alistoとゆう單語わ今でわ 

eŝteraki （意味から言えば:sociigmto）とゆう 

アラビア系の形でよりわ、susialistとゆう形 

でずっと.ひんぱんに使用されている。專門 

用語の他の亟要な源泉であるシナ語の狀態も 

ほとんどこれと同じだ。シナ語系の用語わ□ 

本・その他の極東の國々で利用されたし.現 

在も利用されているcそして、その國々で. 

特に日本でわ、イギリス語の形でヨーロッノヾ 

的用語が流れ込んでいるのが見られる。文化 

とその技術的根底の共通わこのようにして、 

專門用諸の世界的共通性、それぞれの言語の 

屮の大部分の話いの共通お創る。遠い將來に 

おいてわこの飮迎すべき過程わ別の性質お持 

っであろう:すなわちこの過程わ共通的な單 

ーの世界語え向っての出發と考えられること 

ができよう。だが用語の共通わ未だ.文法上 

の形の種々異なった言語お語いの上だけで、 

たヾ部分的に•統一しているにすぎない。し 

かし人工的國際補助誌わこの專門用語の共通 

お促進しなければならない。

Zamenbof わ 自分のエスペラントでこれ扭 

やったのだった。彼わヨーロッパの共通的な 

用語の中にあるものわどれでも、すでに與え 

られたものとして受入れ、充分に手お入れら 

れた用語と非常に簡單な文法との間の街突お 

うまくよけたのだったc最も簡甲.な文法が用 

語の不規則さお除き得るところでわ、彼わ工 

スペラントで實際にそれお行った。規則正し 

く 轉來する instrui, instruado, instruistoの單語 

わ一つのよく知られている國際的な詰根お生 

ヵ、してレヽる;ledakti, redaktado, redaktisto, 
redaktejo も同じだc vorto, vortaro の用落 

わ共通的なドイツ語の\ヾ〇电イギリス語の 

wordとわ別な、ドイツ話の Worterbuchと 

イギリス誌のciictionary,フランス語のdie- 
tionaireの不調和さお除いているcこれらの 

例でわ、文法わ詁根の基本に必耍な分址お減 

らして.まるで語い調整の手段となる。これ 

わ门分の言葉の中にヨー □ツパ共通の用湍が 

入りつ、あるか、入り始めた國の人々、すな 

わちイスラム敎文化と極東文化の國の人々に 

とって特に役に立つ。このおかげで.この人 

人わヨーロッパ•アメリカとの用語上の共通 

さお破ることなく、國際的用語お门分のもの 

とするとゆう間題お容易にすることができる
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のだ。

エスペラントわその語いにおいてわまさに 

われわれの時代の補助的國際語が合理的に作 

られなければならないところのものだ。これ 

がエスペラントの成功お保證している。

しかしエスペラントの文法の組立ての方わ 

どうであろうか?

エスペラントの文法わ非常に簡單だ.恐ら 

く、それで充分なのだ。國際的な補助的文法 

わ簡軍でなければならない。ヴォラピュクと 

エスペラントの作られている峙代にわこの文 

法の簡單さわたじ單なる簡單さとだけしか考 

えられなかった。すべての人わこの簡單さの 

中に實際的な意味お見て.この簡單さわ實地 

の上で正當とされ.それで充分だと思ってい 

た。その言語學的意味、その音語學的證明わ氣 

付かれずにあった。新しい言語學の中で各 

言詩の、世界のすべての言語の段階的發逹の 

問題の解決が大體において描かれだした時ま 

で、氣村かずれにある有樣だった。この言詰發 

達段階の問題が解決されだしたことによって 

世界に現存する言語の形態硏究に光が投じら 

れ、人類の種々異った社會的地理的條件の下 

に、地球上のいろいろな言語の型の廣がりと 

ひんぱんさをお判斷する可能性が現れた。

言語の型式についての現在のわれわれの知 

識わ無定形的（amorfa）,付着的（昭】utinn）,屈 

折的（fleksia）^の言語段階が存在するとゆう 

結論扎與えている。だが、この段階わお互に 

上の順序で移って行くのだ〇始めから屈折的 

な霄・語族や、付着的な語族わ存任しない。1 
つの段階から他の段階に移って行く過程わ 

〔特に1言語の中でわ;）以前の各段階のもう 

化石化してしまった殘存物の集積で複雜お極 

めている〇こうして各言語にわ《多段階性》 

が存在する。各段階わお互に移り合い、たヾ 

言話的危機の轉換の瞬間だけが言語お決定的 

に1段階から他段階に移すc

で、屈折が順序からすればいつでも付着に 

從っているけれども.屈折語が構成の上か 

ら付着齬よりも必ず複雜だとゆうことでわ 

ないのに注意しなければならない。あべこべ 

のこともある。上に擧げた3段階わ.分ける 

ことのできない半ば動物的な叫び聲から現代 

の文化的國民の非常に可分的な談話に至る言

D〔譯者註〕無定形的言語とゆうのわシナ 

語のように、一定の文法的形式お持たず、單語 

の文法的役割が文中の位1Sによって定まるも 

のお言い、付着的とゆうのわエスペラント、日

話發逹め共通の線に沿3て、談話の可分性は 

基本的に關係している。可分性の增犬わ、經 

濟的發逹の根底に、現代でわ特に革命的に再 

建されている經濟生活のヨリ大きくなりつ人 

ある集團性の上に立っている談話上の通逹の 

要求の生長と分化に適應する。無定形的段階 

でわ言語の全部の單語わ不可變な語の形おと 

っておリ;付着的段階でわ普遍的な意味お持 

った安定的な不可分的な、またわ辛じて分け 

られることのできる言誌耍素（接語）がまだ 

多址にあるヽ最後に屈折に移ると.普遍的な 

接語わ大體においてほとんどなくヽ言話のす 

べての要素わバラバラになって個々のお互に 

結び合せ得る咅（晋素fonemo）になる〇これ 

が談話の音的な可分性の進化だ;これと平行 

して意味の可分性も進化する。付着でわ意味 

の變化わ不變的な意義お持ったc一つの喬だ 

けしか含むことわできないけれども）獨立し 

た按語の特質お持っている耍素の結合によっ 

て生じるc屈折語にあってわ獨立的な形成的 

な接語の殼が破裂して.意義の不變性わ大部 

分失われる。形成的な接語の型の多様性やそ 

の相えの結合の複雜さや名詞形容詞變化と 

動詞變化の體系における型の多樣性と複雜さ 

とが現れる。しかし同時に、こうゆう破皱し 

た破カイされた接語の一部の死滅の過程が始 

まる〇そしてこれわ言語の混合がカお添える 

時にわ特にcイギリス話、ペルシア語）.的系 

お形づくっている屈折の大部分お消滅せしめ 

さらにそ力結果としてヽ再び文法お簡單なら 

しめる。イギリス語わ依然屈折語だ、個々の 

音まで分けることができる、名詞形容詞變化 

と動詞變化の活用例の多くの型の殘存物まで 

ある、しかしイギリス語わ文法の組立の上か 

らして簡單なのだ.多くの付着晤よりもズッ 

ト簡單だ。 ・•-

上に擧げた3段階の言語型わ現在世界に存 

在している。その中間の形も存在しているハ 

咅の可分性が個々の音の限界にまでまだ達し 

ないような言語わ現代の人類にわもう存在し 

ない。そうゆう段階わ無定形的莒語の段階の 

前でなければならないが.すべての言語わも 

うそれお經過したのだ。現存する段階型の屮 

で、ヨーロッパ文化お持った國でわ屈折が支 

配している。イ寸着、無定形語の世界わ地理的 
... .................... ...・・・・・・・■・・.•••■••ゝ 

木語のように獨立した意味丹持った語の結合 

によって種々な文法變化お行うもの.最後に 

屈折的とゆうのわヨーロッパ語に見られるよ 

うに單に形だけの品詞變化お行うものお言う 
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にアジア、アフリカ「アメリカとポリネジア 

の土着民お・すなわちヨ-ロッパ以外の大陸 

のほとんど全般お包容している。言語進化の 

不均等な速度の結果■一定の時代にわ•異った 

段階の言語が同時に併存することができる。 

異ったまたわ同じ型の他の言語と混じ合って 

語い、またわ文法において、豐富になりなが 

ら.無定形电の言語でもその基礎の中にわ古 

い原始狀態に充ちた自分の構成を長い間保存 

することができる。すでに歴史的條件わ"3・語 

樣式のこの保存に力お與えている〇早く發達 

した階級的社命.支配階級”特殊な書き言葉 

の早くからの形成、その音語の《國際的》言 

語えん樽化——これらが、われわれが例えば 

基本的にわ無定形であるシナ詰の中に見る言 

語保守の要因なのだ。こうゆう形で保存さ 

れた音•語の中で、社命進化の段喈.その意味 

的內容の適應が精いている。首語わ.他の言 

語と混合する中に、談話おするものに必耍 

なものおすべて他の言話の中から取る。他の 

書語の要素わ保存された古い構成おくつが 

えすc保存の要因わそれに對立する、しかし 

一つの言語の他の後の段階えの移越わ延期さ 

れることわできるが、避けることわできない。 

同樣にシナ語の中にわ、付着の澤山の要素が 

集稻•している。單語わ安定的な接語になる。 

だが、シナ語でわ今まで語の位52の統一的な 

文法的原則（文統一の無定形段階の唯一の原 

則）が確立しており・生き生きと感じられて 

いるので一基礎的にわシナ語わまだ付着的 

でわないと占われる。無定形的狀態から付着 

的狀態えの質的な轉移わまだ超らなかった\ 

文の統一のための語位の法則に代って語根が 

一定の接語と義務的に結びつく法則が行われ 

る時にわそうなるだろう。

以上話した;/つの型の音語の中で、でわ工 

スペラントの現代の音語の世界における地位 

わどんなものなのか?

エスペラントのヨーロッパの屈折語との關 

係わかなリ硏究されもし、一般に知られてい 

あ。だが、ヨーロッパ以外の國の言語、特に 

アジアの文化的詩韶との關係わエスペランテ 

イストにわまだ全然ハッキリしていないCも 

しこの問題が充分に硏究されたら.エスペラ 

ンティストわ誰もエスペラントお去って、 

IdoからJespersenの新語（NoEa】）に至る 

エスペラント以後の人工語に走らなかったで 

あろうし、またJespersen自身彼の發見力お 

他の方に向けたことだろう。

（以下次號）

ゝ Rizo ! Rizo ! Rizo ! （
} Malsato en riĉa rikolto! Surprizo !
〉 Akiris en kampo tro multe da rizo. /
r La rizon bezonis ho ankaŭ dum krizo, / 
\ Sed monon ne pagas en tempo de grizo ! （
；；Atakis la landon de dor' de Ĉerizo （

: Tumonda nuntempa la karakterizo !
? Legu ne nur ho-riz〇・n・tale, ed ankaŭ ゝ \ * 
（ verti k-ale I }
\ Humure verkis K. II. Sinido.（

（243頁より續い

國の如く從來外交上殆んど白國語の權威を沒 

却すべく餘软なくされし國々に取り大なる福 

音と言はねばなりませぬc特に 貴國の如く 

言語を異にする諸民族刀混住する風に在りて 

は斯語の普及は阈内的にも亦英大なる利益を 

齎らすものなる事を堅く信ずるものでありま 

す。冀くは

貴國内に一日も早く斯語を普及されみ 

やう.

又最も近き將來に於て貴國家の械!際 

用語として斯語を採用せられるやう. 

其爲め必耍なる御施設等最も迅速に着 

手せられん事を。

貴國の洋々たる前途に對し、誠意ある熱望 

を披瀝し.亟ねて 貴官並に 貴阈政疔諸官 

に敬意を表します。

附首。貴國と弊國とは同文の間柄であり 

ながら・對話上は申すまでもなく、文書 

上に於ても相互の了解には隔靴搔痒の憾 

なきを得ません。此陳情書も禮として 

貴國文にて認むべきでありますが、我等 

同人中 貴國語に通ずる者なく •玆に弊 

國文にて認めました事は我等エスペラン 

ティストの立場として甚だ不本意に存じ 

ます。これに付けても兩阈民の自覺に依 

リ一日も早く此簡易無比の中立的交通機 

關を利用Iヽ相互の關係を一府親密にし 

愈々共存共菜の基礎を鞏固にしたいと思 

はずに居られませぬコ

千九百三十二年n日 

滿洲國々務總理及民政.外交・ 

實業・交通總艮閣下

★陳情書提出の費用の支出は發起者側 

で責任を持たれてゐるが、企ての性質上 

同志諸氏が幾分なりと分擔される事が 

望ましい。寄附金の宛名は上記假事伤所 

（振簪大阪61040番・エスペラント普及會）
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再歸代名詞を中心として

追 補 1
主格的deと再歸代名詞の用法に關し 

て私がD-ro Lippmannと別個の見解 

を有することに就いてはヽ本誌XII 6 
拙稿「再歸代名詞に關する一問題」及び 

XII11本稿2.「主格的deと再歸代名 

詞」を再誼せられたい。

その後、エス語界屈指のstilistoであ 

るT. Jung氏は(私に宛てた1932年5 
月2 口附書翰の一節に)次の樣に述べて 

居られる、これは氏がstilist〇であるだ 

け興味が深いと思ふ。

"Ŝi ne povis toleri la frostotre- 
madon de ŝiaj infanoj"—povas esti 
korekta, se temas pri la infanoj de 
alia virino; se temas pri la propraj 
infanoj, oni devas diri “ siaj ”. Tio 
estas tute klara kaj, laŭ nia opinio, 
tre simpla. Bedaurinde ĉe ni elĉer
piĝis Ja broŝureto* de Lippmann, kaj 
ni ne pozas konstati, ĉu " siaj，' eble 
estis nur preseraro.

承 D-ro W・ しippmann の著 „ La 
refleksiva pronomo en Esperanto" 
を指す。

追 補 2
私が本稿第九項において述べた「人稱 

の變態」は旣に木誌五月號に全文取消を 

言明したのであるが、それより先き私が 

同問題につき爲した質問に應じて、D-ro 
Lippmannは次に揭げる樣な解答を與 

へられた。

Mi rekomendas:
a) Mi kaj mia edzino mortigis 

nian propran infanon
b) Mi kaj mia amiko mortigis ĉiu

高 橋 運

sian propran infanon aŭ Mi mortigis 
mian propran infanon kaj mia amiko 
la sian

c) Mi kaj mia amiko interŝanĝis 
niajn opiniojn

d) Mi kaj mia amiko interbatalis 
aŭ •.. batalis zmu kun {kontraŭ) la 
alia. La aliajn proponojn mi opinias 
neĝustaj au almenaŭ malpreferindaj.

Al mi, vi kaj ni neniam rilatas si 
aŭ sia. En la frazo post a) mi + mia 
edzino = ni. . Do: nia rilate al la 
komuna infano. En la frazo post b) 
manke de komuna objekto ankaŭ 
komuna pronomo ne estas uzebla. 
Do ni devas aŭ enŝovi la vorton ĉiu, 
al kiu rilatas sia, aŭ disigi la sub
jektojn same kiel la objektojn, donante 
al ĉiu de ili la taŭgan pronomon. 
La frazo post c) sekvas Ia regulon de 
la frazo post a). Oni ne povas kon
traŭdiri, ke la opinioj ne estas 
komunaj, ĉar ĉiu havas siajn proprajn 
apartajn opiniojn. Efektive la inter
san gataj opinioj kune (kiel ili aperas 
de gramatika vidpunkto) apartenas 
al ni ambaŭ, do ili kune estas niaj 
opinioj. La frazo post d) povus teksti 
ankaŭ: Mi kaj mia amiko batalis 
inter ni, ĉar mi 4- mia amiko=ni, sed 
la supre donitaj tekstoj estas pli 
klaraj, do stile preferindaj・

(16. 4.1932)
なほ本誌四月號質疑應答闕における小 

坂狷二氏の解說をも客照せられたい。

附記この問題に對する私の事實に對 

する認識はたしかに不足であった。私の 

不注意を讀者諸氏に深くお詫びする。
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檢 察 官
Zamenhof 譯 しa Revizoro 一節の註譯

K. Ossaka.

Ĥlestakov—Mi kun vi, malsaĝulo, 

ne volas paroli. (Enverŝas la supon 

kaj manĝas.) Kia supo ĝi estas ? Vi 
simple akvon enverŝis en Ia tason : 

nenian guston ĝi havas, ĝi nur mal

bonodora s. Mi ne volas tiun ĉi supon, 
donu al mi alian.

Servanto.一Ni prenos・ しa mastro 

diris: n Se vi ne volas, oni ne 
bezonas/' •

Ĥlestakov defendante la manĝon 

per la mano.—Nu, nu, nu ・・・lasu, 

malsaĝulo! (Manĝas.) Mia Dio, kia 

supo! (Manĝas plue.) Mi pensas, ke 
ankoraŭ neniu homo en la mondo 

iam manĝas tian supon: iaj plumoj 

naĝas anstataŭ graso. (Li tranĉas la 

kokinon.) Aj, aj, aj, kia kokino! 

Donu la rostaĵon! Tie estas iom da 
supo, Osip, prenu al vi. Kia rostaĵo 
ĝi estas ? Tio ĉi ne estas rostaĵo.

Ĥ.——手前とは話なんかしたくもな 

い,馬鹿野郞。(スープをついで飮む)。 

何てスープだ。たヾ茶椀に水をついだだ 

けだ(simple):味も何もありやせん〇い 

やな臭がする。こんなスープは御免だ, 

他のを持って來い。

ボーイ——ひっこめませう(取りませ 

う)。旦那が云ひますには「あなたがいや 

と云ふのなら,あげる必要はよい』。

Ĥ (手で食事をかばひ乍ら)—— まア， 

まア，まア••••ほっといてくれ,馬鹿野 

郞。(飮む)これやまア，何てスープだ。 

(なほ飮む)世界に於て嘗てかゝるスープ 

をのんだる者未だなしだと思ふね。脂の 

代りに何かしら羽根が浮いてるぞ。(鷄 

を切る)。これは，これは,これは，何て 

云ふ鷄だ,ローストの方を出せ。こゝに 

スープが少しある，オシッブ,あげるか 

らお飮み(prenu al vi).何てロースト 

だ。これやローストちゃない。

Enverŝas la supon : Supoは普通皿に入れ 

ずsupujo (vazo)に入れて來る故、それを皿 

についで飮む。

Manĝi supon: tranĉilo, forko, kulero や 箸 

を用ひて食事するのが manĝi故 manĝi supon 
と云ふ;trinki suponと云へばkuleroを用ひ 

ず直接口をつけて吸って飮むこととなる。卽 

ち西洋 人は kulero を用 ひて manĝi supon 
し,日本人は汁椀に口をつけてtrinki supon 
するわけ。

Aj悲しい時，痛い時などの間投詞。

KokinoĴ前後の關係で見るにsupoの屮實 

としたkokinaĵoならん。

Servanto.—Kio do ĝi estas ?
Ĥlestakov.—La diablo ĝin scias, kio 

ĝi estas, nur ne rostaĵo. Ĝi estas 

hakilo, rost让a anstataŭ viando. (Li 

manĝas.) Friponoj, kanajloj! per kio 

ili nutras ? Eĉ la makzeloj ekdoloros, 

kiam vi manĝos unu tian pecon. 

(Fosas per la fingro en la dentoj.) 

Malnobluloj! Tute kiel ligna ŝelo— 

per nanio oni ĝin povas eltiri; eĉ la 

dentoj, nigriĝos post tiuj ĉi manĝoj. 

Friponoj! (Viŝas la buŝon per la 

telertuko.) Plu nenio estas ?

Servanto.—Ne.
Ĥ. — Kanajloj! Malnobluloj! Kaj 
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eĉ nenia saŭco au kukaĵo! Sentau・ 

guloj! Ili nur prirabas la vojaĝantoj n.
ボーイ---- そんなら何です〇

Ĥ.------何だか,わかるもんか（=惡魔

は知ってゐる，人間は知らん）,兎に角口 

ーストちゃないね。肉ではなくて（an

stataŭ） ローストし仁斧だ〇 （金べる）〇 

惡黨,兇漢!何を食はせて飼ってゐたん 

だ。貴樣こんなの一と切れ食べてみろ顎 

が痛くなるぞ（指で齒をほじくる）。下司 

野郞!まるで木ツ葉だ——何を持って來 

たって（pei*）拔けはせん;こんな物食は 

されては（post）齒まで（eĉ）痣になる。 

惡黨!（ナプキンで口を拭く）もうこれっ 

きりで（plu）何もないのか〇

ボーイ---- へい,ありません〇

Ĥ.——惡漢!下司野郞!ソースもな 

ければ菓子さへない!やくざ者奴!此奴 

等は？二ゝ旅客を追ひはぎしゃがるばかり 

だ。

La diablo scias = oni ne scias.
Per kio oni nutras kanarion ? カナリヤは 

何を父はせてc饵にして;飼ふのか。

Ni, japanoj, nin nutras per rizo. 吾々 日木 

人は米を食って生きてる。

ligna ŝelo 木の皮〇

Ili rabis de Ii monujon. 財布を强奪した〇

Ili prirabis lin.彼Cのもちもの）を强奪し 

た，迫ひはぎした。

Ni verŝis akvon t u； la teron. 地に水を そ 

そぐ。

Ni priverŝis la p'an taĵon.植木に水をやっ 

たC酒水したん

〔市長の所へペテルブルグの吋年がホ 

テルにとまってゐて少しも金を拂はぬと 

云ふ注進がある。金を拂はぬのならてっ 

きり檢察むにちがひないと市長はあわて 

ゝホテルへ御機嫌何ひにとんで來る〕。

La urbestro, enirinte, haltas. Ambaŭ 

timigite rigardas en la daŭro de kelkaj

minutoj unu la alian per larĝe mal
fermitaj okuloj.

Urbestro iom trankviliginte kaj 

streĉinte la manojn laŭlonge de la 

femuroj.―Mi havas la honoron saluti!
,へ
4Ilestakov salutas.—Bonan tagon.

Urbestro.—Pardon u.
Ĥ.——Ne malhelpas・

U.—Kiel urbestro de la ĉi-tiea urbo 

mi havas la devon zorgi pri tio, ke 

al la traveturantoj kaj al ĉiuj noblaj 

homoj estu nenia premado.
匚市長內へはいり立ちどまる。兩人ぴ 

っくらして數分間（en la dauro de ...） 
目をみはってお互に見合ふ〕。

市長（少しく心を休め氣をつけの姿勢 

をして=兩手を腿に沿ってのばい—— 

御挨拶申しあげまする（挨拶する名烽を 

有する）。

肓.（挨拶する）——こんもわ。

ーーお邪魔いたします（御免下さ 

い）。

Ĥ.——いやかまひませんよ（弭魔にな 

らぬ）〇

市長——當市の市長といたしまして旅 

行者・や高貴なお方々に何等お氣づまりが 

ないようにとヽそう云ふことを注意いた 

しまするが義務でござり士して。

Laulonge de............に沿って〇

Femuro 腿，kruro 脚, genuo 膝，kalkano 
か、と,tibio くるぶし,piedo足C くるぶしか 

ら先）。 ・

Mi havas la hcnoron （又は plezuron） saluti 
は、Ii salutasの丁寧な云ひカ。

Al kiu ini havas la honoron paroli ? = Kiu 
vi estas?どなた樣でいらっしゃいますか〔君 

は誰ですかの敬語）。

Havu la bonecon （=Volu; bonvolu） viziti 
min.どうぞお來訪下さりませ。
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Sen Rompo kaj sen Forigo

En la j.1887 Zamenhof diris・''Se 

mi senigas min nun je ĉiuj personaj 

privilegioj, fordonas ilin tute al Ia 

Dubliko, mi ĝin faras ne pro malvera 

modesteco, sed ĉar mi havas la pro

fundan kredon, ke tion postulas la 

interesoj de la afero, kiu alie ne povus 

regule kaj rapide vastiĝi kaj ĉiam 

estus en dependo de unu persono …''

Por la interesoj de la afero kaj por 
la tute libera evoluado de la lingvo 

li ne rezervis eĉ ian rajton de autoreco 

kaj la tutan mastrecon pri Esperanto 

en tuta pleneco transdonis al la 

Esperantistoj mem. Kaj li plene 

komprenis ke por la evoluo de la 

lingvo ne estas bezona la loko de 

° kondukanto au leĝdonanto."

Pri la lingva evoluo ni aŭdos liajn 

forte pravajn vortojn. " Per unu 

vorto —la lingvo internacia devas 

vivi, kreski kaj progresi laŭ la samaj 

leĝoj laŭ kiaj estis ellaborataj ĉiuj 

vivaj lingvoj."

La lingvo evoluas tute libere per 

la praktika uzado de la lingvo-uzan- 
tar〇. Pli kaj pli ĝi ellaboriĝos kaj 

ĉio necesa al ĝi, kio kreiĝos kolektive 

per longa lingvopraktiko. Per unu 

vorto—en la spirito de demokratio.

Oni komprenos liajn mirinde pra

vajn vortojn, " Mi ne havis la in

tencon …krei laŭ mia persona plaĉo 

la tutan lingvon de F kapo ĝis la

S. Nishida.

piedoj ・・・ Kiel lingvo tutmonda, la 

persona juĝo kaj decidoj de unu 

homo devas havi rolon eble plej mai- 

grandan …Unu homo tie povas esti 

nur iniciatoro sed ne kreanto. Lingvo 
tutmonda devas esti pretigata paŝo 

post poŝo, per la kunigata laborado 

..." (Kiel modeste sed prave !)
Kaj krom la Fundamento u ĉio 

cetera devas esti kreata de la homa 

societo kaj la vivo, tiel kiel ni vidas 

en ĉiu el la vivantaj lingvoj/,

En la lingvo ni ofte, ironie ofte, 

renkontas du vortojn kaj du formojn, 

el kiuj ĉiu estas ankoraŭ reale uzata- 

Kion fari tiam ? Li neniam diris 

ordonemajn vortojn, kiuj forigas unu, 

aŭ alian. Ni ĝoje ricevos de li 

struon. Almenaŭ li fakte ne diris 

pretendeme ke tiu estas ĝusta kaj 

alia erara.
"La vortoj (ankaŭ la formoj) kre让aj 

malfeliĉe baldaŭ perdiĝos, kaj la 

vortoj feliĉe kreitaj restos kaj eniros 

en la lingvon;la vortoj egale feliĉe 

kre让耳j sed malegale sonantaj一kelkan 

tempon batalos inter si... Jam post 

mallonga tempo ni vidos, ke unu el 

tiuj formoj estas uzata pli ofte... ol 
ĉiuj aliaj formoj.一Kaj la unua formo 

elpuŝos ĉiujn ceterajn formojn, kiuj 

post kelka tempo simple mortos de 

neuzado：

Kiel konkrete kaj mirinde prave!
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Ni staru sur la Zamenhofa principo 

kaj faru ian ajn esploron sur tiu ĉi 

alte supera sed praktikema bazo!

Liaj admirinde geniaj vortoj sonas, 
"Ciu vorto, ĉiu formo, kiu ne estas 

rekte kontraŭ la jam kreita gramatiko 

kaj vortaro, au kontraŭ la logiko au 
la leĝoj enkondukitaj de la plejmulto 

de r uzantoj一estas tute bona〕Kaj 
per mirinde simplaj vortoj li esprimas 

la evoluon de la lingvo kaj ĝian 

procezon. Tio estas u natura irado." 

Kiel ĉiu alia lingvo, tra la vojo de 

neologismoj kaj arĥaismoj. Kaj novaj 
kaj arĥaikaj formoj・ Paralele ekzis- 

tantaj vortoj au formoj, kiuj ambaŭ 

estas fortaj! Konkure! La " pli bona 

iom post iom elpuŝos la malpli 

bonan." La demokratieco estas la 

faktoro kaj forta flanko de la venko 
de Esperanto. Kion li diris pri la 

pereo de Volaptik ? " Volapŭk pereis 

ĉefe pro unu grava eraro, kiun ĝi 

bedaŭrinde enhavis : absoluta manko 

de natura evoluipovo : kun ĉiu nova 

vorto au formo la lingvo devis 

konstante dependi de la decidoj de 

unu persono aŭ de facile inter si 

malpaconta personaro.^ Profunde- 

pensa kaj akrevida estas li! しion, 

kio mankis en tiu lingvo, jam havis 

Esperanto. Kaj li tute kredis la 
forton de kolektiva Kreado de 

Esperantistaro kaj konfidis. Nur per 

tiu vojo ĝia sukceso estas ja garanti

ita. Por la genio la vorto " kateni 

estas ne nur malŝatindaĵo sed li penis 

lasi al sia lingvo u tute liberan evo

luadon (ne anarkian)/1 Evoluipovo! 

Li ofte uzis la vortojn, " riĉiĝi", 

“plibonigi", u elastigi", u fortikigiM 

kaj " perfektigi \ Estante ne rigidaj。 

sed vivantaĵo, la lingvo ĉiam e voi uis. 

Ni devas alte teni lian genian prin

cipon kiel standardo n. Se ne, ni devos 

ripeti liajn vortojn, '' komenci inter 

si ĝis nun ankoraŭ ne finiĝantan kaj 

neniam finiĝontan diskutadon." Ekz. 

Estus tiu, kiu asertus ke "lia " estas 

pli ĝusta ol粽 siaM en la propozicio 

kiu havas la verbon u nomi.Sed 

Zamenhof ne faris individualistan 

juĝon, nek tiel decidis verdikton. 

"La praktika uzado de nia lingvo 

fariĝas pli kaj pli granda.0 Tio 

samtempe estas la kolektiva kreo kaj 

laboro de uzantaro. Per tio estos 

evoluo kaj eĉ selekto de vortoj kaj 

formoj. Unu fariĝos senviva aŭ mal

pli ofte uzata. Ni bone memoras 

liajn vortojn, " per la sankcio de 

komuna, praktika uzadoj Per tio 

pli ekzakta senco fiksiĝos kiel tra
dicio. Per tio eĉ senkonscie uzantaro 

proprigas al si "la senton." Por la 

ekzemplo supreskribita bone taŭgus 

liaj vortoj, citite; '' Ia pure teoria 
kaj praktike absolute senvalora 

motivo estus sensencaĵo] Lia bri

lanta principo! Oni estos liberaj de 

severe teoria motivo, kiel li! Oni 

bone komprenos ke ni povos indukti, 

sed ne unu facile povus sola doni 
decidon, kaj ĝin nur povos Esperan

tistaro, ĉar ili selekte malpli ofte 
〔259頁へ績く ĵ
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質 疑 應 答
(Lingvaj Respondoj)

K. Ossaka

★模範エス獨習p.156冠詞の用法に『特 

定』と云ふのは(a)或る限られたるもの 

で,(b)話し手の知ってゐるもの,且つ 

(c)聞き手もあゝあれかとわかる條件附 

の事物のことである。此の三者の一つが 

缺けても特定とは云へないとあるが次の 

(1)及(2)の例では(c)の條件が缺け 

てゐないか。乂 (3)の例でliの時は不 

定でstudentoの時は待定と云はれない 

か。ĈS. M.氏;)

(1) La libro estas sur la tablo・

(2) Cu tio estas la edzino de S-ro 

Kosuge ?
(3) Ĉu li estas studento de Ko

merca Universitato ?

〔答;！(1)同書p. 154-155に說明し 

た如く是は『あの昨日買った本はどうし 

たろう』など尋ねられ『あなたのさがし 

てゐるその本なら机の上にある』と敎へ 

る場合。依てどの本でもよいのではない 

卽ち條件(a)に當る。話し手は旣に知っ 

てゐて敎へてゐるのであるから條件(b) 
に當はまる〇,又la libroと云はれゝば聞 

き手はすぐと『はゝあ私の搜してる本の 

ことを云ってゐるのだな』とわかる,卽 

ち聞手にも『あゝあれか』とわかる故條件 

(c)も缺けてゐない。もし此の場介laが 

なくば『君の搜してゐる本だか,それと 

もちがふ本かも知れないが兎に角本が机 

の上にある』と云ふ意味で(c)の條件は 

缺ける。

(2)話し手は勿論小菅氏の妻君である 

と敎へてゐるのだから知ってゐる(條件 

b),聞3手は敎へて貰ふ位だから勿論知 

らないのではあるが小菅氏の妻君と云へ 

ば二人とはない筈，よってそう敎へても 

らへば他の者ではないそのきまった妻君 

と云ふことがわかる,卽ちedzinoなる 

語の意味の上でde S-ro Kosugeと說明 

がつけば『あゝその妻君か』とわかるので 

あるから條件(c)に當てはまる。勿論條 

件(a)には當てはまる。

(•3)小菅氏の妻君は一人だが,商科大 

學の學生と云へば一人ではない,大勢ゐ 

るわけ,依て しi estas studento de 

Komerca Universitatoのときは聞き手 

は聞いても，兎に角商科大學生中の一 

人と云ふことしかわからぬ,依て此の文 

では條イ牛(c)が缺けてゐるから持定でな 

く不定である。然しもし『彼が昨H貴君 

にお話して雀いた商科大學のあの學生で 

す』と云ふ場介は前以乞話してあるのだ 

から聞き手は『あゝその學生か』とわかる 

のであるから條件(c)に當てはまりla 
をつけねばならぬ:

Li estas la studento de Komerca 

Universitato, pri kiu mi parolis al 

vi hieraŭ・

尙ほ御質問の末段『liの時は不定で 

studentoの時は特定』は主旨不明。 

★Sedとtamenの差違を用例を多く擧 

げ說明を。〔榊靜雨,S. K.生兩氏〕

〔答〕sedは接續詞,tamenは副詞的 

助辭。然しtamenも前行の話を受ける 

のであるからその意味に於ては接續詞の 

如くだが必ずしも後續文の文首に世か 

ず，文句中に揷入してよい。又意味を 

つよめるため•••ヽsed tamenと重ね 
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て用ひられることもある。卽ちsedは 

前行の文を受け『••••である,が然し乍 

ら」と次の文首に置いて二文を接紹する。 

Tamenは前揭の話を受けて『とは云ふ 

ものゝ,さり乍ら』と次の文中に揷んで副 

詞的に用ひられる(勿論文頭に出しても 

かまはぬ)。Sedは英語のbutに當?)， 

tamen は however, nevertheless, yet.
Mi zorgas pri ŝi tiel, kiel mi zorgas 

pri mi mem; sed ŝi mem tute ne 
zorgas pri si. (FK・ 5)
私は彼女のことを我が身の樣に心配し 

てやつエゐるのに彼女はまるで自分のこ 

とをかまはぬ。

Por ĉiu tago mi ricevas kvin fran
kojn, sed por la hodiaŭa tago mi 
ricevis duoblan pago n. (FK. 3)

毎日私は五フラン貰ふのですが今〕］は 

二倍支拂を貨った。

Anstataŭ kafo li donis al mi teon 
kun sukero, sed sen krem〇. (FK・ 7) 

コーヒーをくれる代りに砂糖を入れ仁 

茶をくれ仁，然しクリームは入れてくれ 

なかった〇

.・・ Tiam ni povas uzi la komunan 
prepozicion ,,je". Sed estas bone 
uzadi la vorton ,,je" kiel eble pli 
malofte• (FK. 9)

然る場合鲁般的前置詞„jeuを用ひて 

よい。然し乍ら,，je "なる語は出來るだ 

け使はぬようにするがよい。

〔注意3 sedは前行の文に對して次の 

文がその反對又はちがったことを云ふこ 

とを表示する接緬詞で,その前には普通 

,又は;が置かれ,又時に前文を・で切 

リ之に續行させる。

Mi ne scias la lingvon hispanan, 
sed per helpo de vortaro mi tamen 
komprenis vian leteron・ (FK.13)

私は西班牙語を知らぬが(sed)字引を 

引いて兎に角(=さり乍らtamen)君・の 

手紙が少しわかった。

C註〕此の文でsedは前行の文へ接 

績する役,接續詞である，然るにtamen 
は『(知らぬが)さり乍ら，兎に角』と文 

中に揷入した副詞的助辭。丁度sedを 

更にあらためて强めてゐる。

Vi tion scias, kaj tamen vi per 

ĉiuj fortoj penas senkreditigi nin en 
la okuloj de la mondo. (OV. 382).

卿等は此の事を知ってゐる,しかもそ 

れだのに世間の眼前に於て吾等にけちを 

っけんとつとめてゐるのだ。

［注意;1玆にkajは兩文を接績する 

接續詞で,tamenは別に揷入した副詞的 

助辭〇 丁度kaj tamen=sedの意味と 

なる。此等の例を以て見てもtamenは 

意味に於てこそsedと同義で接續詞で 

あるが語序文法の上からは之を接續詞と 

せず,副詞的助辭の中に分類するのが唸 

當なことがわからう。

Se vi deziras skribi, ekzemple, a! 
iu hispano, sed nek vi scias lian 
lingvon, nek li vian, vi povas tamen 
kuraĝe skribi al li (en Esperanto).. 
(FK. 252)

例へば誰か西班牙人に手紙を書きたい 

が然し貴君は彼の國語を,彼は貴甘の國 

語を知らぬとする,だけど(tamen)君は 

かまはずに書く事が出來る。Se, sedは 

接續詞故文首に;tamenは制詞的助辭 

故文中に逬いてもかまわぬ。然し文肯に 

置いても勿論それはかまはぬ:

Li estas tre kolerema; tamen li ne 
portas longe la koleron. (FK.17)

彼は怒bっぽいが然し(tamen = kaj 

tamen)怒を長く抱いて4:;い〇



Parola Metodo の話（3）

岩下順太郞

音に對するもの

音に對するものは意義である。これか 

ら音と意義との關係を取扱って行くので 

あ3が先づ音と意董との單位から取扱っ 

て行かう。音と意義とは丁度紙の表裏の 

様なものである。音なくして意義は考へ 

られないしゝ乂意義なくして咅は考へら 

れない。この二つの要素の結合した所に 

生きた言語が呼吸してわるがであるから 

言語の敎授に於てもこの二つの耍素は全 

く同時に取扱はれなくてはならない。こ 

の二つを分離して取扱ふことは敎授の便 

宜上ではあるがヽこの際には言語を生き 

たものとして取扱はうとする企ては斷念 

されなくてはならない。從來の敎授法が 

こゝに於ても分析的であb意義偏重であ 

ることは何人の目にも明かであると思 

ふ〇 Parola metodoは之に對して音と 

意義とを分離すべからざるものとして取 

扱って行くのである。

前に述べた樣に音は實際に於ては決し 

て單音の形で表れて來ない、必す連音と 

して表れて來るのである。この連續せる 

單音が意義を持って來る股小の限度は 

portoであるがvortoは實際に於ては 

單獨に何等の實際的働きも爲し得ない。 

從ってそのvortoに託されて來る意義 

も亦實際の言葉としては確定に至らな 

い。何故ならば一つのまとまった思想を 

表現するに至らないからである〇 vorto 

が集って右機的に結合されfrazoの形と 

なって始めて一つの思想が表現される。 

それ故思想の言語的軍位はfrazoであ 

ると言へる。Frazoこそは生きた言語の 

生命の單位である。Frazoにあって始め 

て各語の音も意義も確定した部署に就く 

のであるから言語の取扱ひはfrazoを 

單位として行かなくてはならない。この 

時に始めて言語の敎授は言語一般の基礎 

問題に觸れられるのである。このfrazo 
の中に音の一單位、思想の一單位を見て 

行かうとするのがparola metodoの立 

場である。この單位を更に分解して說明 

し得ることは單語、單音の問題のみであ 

って言語それ自身の問題ではない。目的 

は言語それ自身にあるのだといふことは 

敎授者の一口も忘れてはならないことで 

ある〇

旣に音と意義とは分離すべからざるも 

のであると言ったがヽそれはfrazoと 

いふ形態に於て見るときその音の一流れ 

と之に對する思想との關係の緊密なこと 

が更に明瞭になる。何故ならば一つの思 

想に對應して音の流れの受けたmodifo 

はそのfrazoの分解に依って消えてし 

まふからである〇 Frazoを通じて始めて

音と意義との關係は完全に不分離なもの 

になるのであって、この冇機的な關係を 

谥も實踐的に學習肴の耳に習慣づけ、了 

解させなくてはならないのである。之を 

言ひ換へれば一つのfuzoを軍位とし 

て一連の音から同卩寺に ・つのまとまった 

思・想を反射的に了解する樣に訓練するこ 

とである。

音は耳からヽ事實は眼から

個々の單語の分析的解釋でなく 一つの 

frazo全備としての思想を反射的に了解
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する樣な訓練が必要なわけだが、抽象的 

な音のみから學習者にその結果を期待す 

ることは出來ない。何等;かの媒介的說明 

が必耍である。玆に於て譯といふ問題が 

出て來る。併し勿論この母國語を中介と 

しー應之に還元する方法は言語の一段的 

了解を害するのでおつて、言語の基礎問 

題に觸れるべき峙に於て徒に正確癖と分 

析癖とを養ふに過ぎない。言語敎育の第 

一步は止確よりも大體の方がより垂耍で 

ある。所で譯が了解の媒介として不適當 

だとすれば、何がより適當なのであらう 

か。それは爭實である。

吾々の一般的言語生活は多かれ少かれ 

事實の表現である。高度の思想は抽彖的 

な事實になるが、そういふ事柄は言語の 

初步敎育と關係も少いし乂言語そのもの 

から言っても言語と最も本質的な勰係の 

あるのは吾々の口常生活の事實である。 

そこで吾々の言語訓練の最初は一つの爭 

實を如何に表現するかヽ又その音的の表 

現に依って如何なる事實を了解するかに 

ある。事實は言語を超越してゐる。□本 

語で表現され樣とEsperantoで話•され 

樣と事實そのものには變りがない。それ 

故、明かな具體的な客觀的なヽ事實であ 

って、それが眼前にあるならば、そして 

一方その事實に對應する、外國語の表現 

が與へられるならば、それは何等の母國 

語への還尤も說明の中介も必耍なく 了解 

される筈である。音に對するものとして 

の意義はかうして全く事實の中に隱れて 

しまふのである。そして一方は耳からー 

方は眼から——學習者はこの二つの感覺 

を言語として結合すればよいのである。 

こゝではすべての說明や媒介は不必要で 

あり、灿國語への還元の努力及び村阈語 

そのものゝ影響さへ次第に淸3毒されて、 

學習者は實感の言語.生活の言語の中に 

學習の第一日から飛込むことが出來る。 

眼前にある事實から表現の內容を捕へる 

二とは全く努力を必要としないから、學 

習押の注意は音に集中されることにな 

る。而してこの音は常に眼前の客觀的事 

實と同時に結介され了解されるのである 

から、音と意義とはこの事實を通じて不 

可分なも〇となる。こゝに於て言語は實 

感と結付き生きた言語として敎へられる 

のである。又かうした訓練の中から言語 

一般に對する知識の基礎が與へられるの 

である。この訓練の後にはたとへ眼前の 

事實が取去られたとしても、その事實に 

對應する音が聞かれた場合には直ちにそ 

の事實を眼前に髡髯させる樣になり又之 

と反對に一定の事實に對しては自然にそ 

の事實に對應する音を耳の內にrepro

dukti する。實感的に言語を取扱ふとは 

かういふことを目差してゐるので、之を 

私は聽覺の視覺化艾は視覺の聽覺化と呼 

ぶことが出來ると思ふ。敎授法の大きい 

問題は初步の部分にあるのでその部分に 

於ては視覺的なvortojが選ばれるから 

視覺と肯ったのであるが實際には更に廣 

く解釋されてよいのである。結局言語の 

習得は個々の事實を讀む練習でありゝこ 

の練習の集積の間に言語を支配する方則 

は次第に感得されて來るのである。この 

感得のI:に他日の學問的な分析が準備さ 

れるのであってヽこの感得はそれ自身で 

は漠然たるものであっても、それが言語 

の塞礎冏題に觸れてゐる點とそれが學習 

者自身の發見である點に依って貴丑であ 

る〇

事實こそparola metodoの敎科書で 

ある〇
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和文エス譯添削

1）或日彼女はもう此以上口分の好奇 

心を抑へて居る事が出來なくなった。「汽 

車に乘って何處へ行ったの?」と彼女は 

何げない樣子で話を切り出した。

或［］は en iu tago, iun tagon 其他 

よりは、unu tagonがよい。もう此以上 

はplu, plueだけでなくてヽもうの意味 

jamを入れる方がよい〇 pluの代りに 

plie, pliなどは勿論不適當だ。少しは今 

迄でも好奇心を抑へて仁が、此れ以上の 

度合に於てはもうだめだゝと云ふのなら 

ばplie （おまけに）の意味でよいかも知 

れないが〇好奇心はscivolemo.此は大 

體お書きの樣でした。抑へて居るには 

kontroli, subpremi, （sin） deteni, fariĝi 

ne tolerebla, regi等々あbました〇 

subpremi, deteni は transitiva verbo 

だからsian （勿論ŝianにあらず）sci・ 

volemon と objekto・vorto が必耍、 

sindeteni なれば de sia （艾はla） 

scivolemo とするがよし〇 sin deteni 

sian scivolemonは今一度考へ直す必要 

がある〇汽車に乘ってはrajdante la 

vagonaron とか prenante vagonaron 

は・ト于だ〇 per vagonaro がよい。pre

nante 等はもうperの中に含まれて居 

るのである。何げない様チは實に様々な 

る譯がありましたし此處が多分一番六ツ 

かしい のでせ う〇 ŝajnigante sen

intence, kun senintenca aspekto と か 

ŝajnigiとsenintenceの二單語を使っ 

た人が實に多かった。然しゝ兩方とも何 

だかĤ本語のお米臭い處がある様だ。M 

げないはindiferentaを用ふのが一番よ

比F. 多羅尾一郞

いと思ふ〇樣子ではkunを使った人が 

五、六人あった。良い單語である。kun 

indiferenta aspektoなど非常に」:手で 

ある〇 afektiと云ふ語も面白い〇 afek
tante senintencon は 少 し如!何か? 

afektante indiferentecon は良いでせ 

う〇

1） Unu tagon ŝi jam ne povis plu 

deteni sian scivolemon. " Kien vi 
do veturis per vagonaro ?，' ŝi ek

demandis kun indiferenta aspekt〇.

2） 何と此世の人とも覺えぬ美人では 

御座らぬか〇

先づ御座らぬかから片附けよう。ĉu 

ne?と反語を文章の最後に持って來た 

のが大部分であった。次のイ对とと云ふの 

をKia…!と云ふ換リにĈu ne vere ? 

と云ふ反語のfrazetoを文章の最初に持 

て來て、次にkeを用ひるとうまく行く、 

i 思ふ 〇 Ĉu ne vere, ke... ?の如し 〇 

此方が□本文のnuancoがよりよく出 

て居りゝ又より忠實だらうと思ふ。吐世 

のはtiu ĉi mondoも結構、誰かreala 

mondoとお書きでした。此を使ひよせ 

う。realaは現實のの意でヽtiu & 

mondoにも當に成らぬ跺朧なる物多き 

故〇とも覺えぬはtute ekstermonda, 

ja malofte trovebla （videbla よリはず 

っと 良い）diine beleca, kvazaŭanĝela, 

elveninta el ©ielo （羽衣の天人の如き） 

等いや實に千差离別ゝ良いのを取り出す 

に苦心した。皆一應もっともだがゝ此處 

にneimageblaと云ふ單語を使つ汇の 

がたヾーっある。非常に良い。上記に示 



257

した多くの云ひ廻しより忠實にĤ本語を 

寫す事が出來ると思ふ。美人はbelaで 

もbelulinoでも使ひ樣でよし〇 bele- 

gulino, ĉielanino は少し變だ〇 nimfo 

なんて詩的ですね〇 alia mondoは叶世 

とも覺えぬの積りだらうが、工合惡し。 

幽冥界の美人の意味で原文はさうではな 

ヵ、らう力、ら〇

入 A
2) Cu ne vere, ke si aspektas 

supernature bela neimageble en reala 
mondo ?

3) 一見した處では其事件は單純な樣 

ですが。

此問題は割合にやさしかったらしい。

良い答案で直す必耍がなかったのが七 

つ八つあった。一見した處ではぽunua

vide と云ふ歷然たるkunmetita vorto 
がある。七人の方が此をお使ひでした。 

vide の代りに rigardo や observ(eto) 

はvortenhavoを考へて下さい〇兩方 

とも念を入れて見る意味ですからわ。 

supraĵe, je nur momenta vido など色 

色ありましたが、上記unuavideがー 

番よし。事件はafero力:よい〇 okaz- 
(int)aĵo等は何んだか單語其物が鹿爪ら 

しく聞えないだらうか?單純はsimpla 

でよし〇 facila は facile solvebla など 

と使へないでもないが使はずに置かう。 

様ですがのがは譯す必耍がない。文章の 

終りにkomoを付けて...simpla, sed 
・・・は忠實すぎて、反對に惡し。様です 

は大協に於てŝajnasを使はれて居る〇 

屮でも sajnas al mi が多い〇 legitima 

な使ひカ・だ〇但ししa afero ŝajnas al 

mi esti simplaと書かれた時にestiな 

る語は不必耍と存ずる。誤とは云へない 

が〇其理由はsimplaはaferoなる語と 

同等である〇卽ち補語で、ŝajnas al mi 

は狀態を表す動詞句であるから。afero 

=simpla ■で、此=が ŝajnas al mi な 

のである〇 ŝajnas la aferonなんて云 

ふのは無茶だ〇 aspektasも良いでせう〇

3) Unuavide la afero aspektas tre 
simpla.

4) 隨分騷ぐのね。赤ん坊が眼を覺ま 

しますよ。

险分ぐのね、騷ぐはbrufを使ふと 

する。殆どの方も使はれたから。但し使 

ひ方だ〇原文に忠實に、Kian bruon vi 

faras!や此に近いesprimoか;多かった〇 

しかしのねが終りにあるから、完全なる 

文章(subjektoとpredikatoの備はつ 

たのをかく稱す)にせず感歎不完全文に 

したら如何?卽ちKia bruado !だけで 

はどうです〇 Kia bruo!と云ふのを臺 

北と靜岡の方が書て居られた。他のesp
rimo より良いがbruadoとし仁方が原 

文中の随分がうまく出て居ないか知ら。 

此文中に隠れて居るsubjektoは次の文 

中に書けばよい。さうでなければヽその 

時のcirkonstancoでviを云はなくて 

もお互ひに、わかるのである。赤ん坊は 

infaneto 'で結構〇 suĉinfanoなんかは用 

ひぬがよし。大鞭人間の階程にはmal
junulo, matura homo, infano, suĉin・ 

fanoなんて科・學的見地より見てる樣で 

困る。眼をさますはvekigi.此は皆さん 

お使ひでした。さて終りのよだ。別に譯 

さなくてもよいが、ほっておいて寢醒の 

惡い人は後方にĉu ne?でもお附けな 

さい〇 Sciu ke li vekiĝosは知らず赤ん 

坊ヽこれまた眼をさまさんものをゝなん 

て云ふ事になりはせないか知ら。

4) Kia bruado! Infaneto ja vek
iĝos !
〇)兎に角ねヽ爲に告白する事は僕の 



心を少しでも輕くする事なんだから。R3 
いて吳れ給へ、賴むから。

原文は長いが、だらだらした文だから 

譯したら矩くなるでせう。兎に角ねのね 

は不必要、ĉiuokaze （ĉiaokazeでもよ 

い）ヽantaŭ ĉio等がよい〇但しantaŭ 
ĉioはイ可はともあれと云ふ贺りである〇 

en ĉiu okazoもよいが、kunmetiする 

がよい〇 Kio ajn okazu,はえ\いまゝ 

土で少しあたらず。不思議にiel（e）を使 

った人が四人あった。此れでは意味をな 

さず。も少ししらべる必要あり。mal

graŭ &〇も變だ〇困難は山とあったの 

だがてな事になる。君に告白する事はが 

文章の主部になる〇 Konfeso al viより 

Konfesi al vi がよい〇 Konfesu al vi 
は、君に告白するんだがゝになりて次の 

文句に續きが悪くなる。ちよっとしゃれ 

た云方だが。に?を輕くするにはtrank

viligi, konsoli, malpezigi, faciligi （la 

koron）と云ふのが多かった〇 faciligi 
は心をうきうきさせる積りだらうが、ど 

うですか? facilanima knabinoなんて 

云ひますがね。他は皆もっともと、うな 

づかされる言葉。konsoliは石黑氏がお 

使ひになって居た〇 malpezigiは懈くす 

のlaŭvorta traduko 偶然にも anglismo 

には適中して居る〇 Stranga Heredaĵo中 

にも使用されて居る。僕には惡いとは云 

へない單語〇少しでもはiom, malgraŭ 
iom, kvankam iom, eĉ iom 等世は樣 

々〇然しiomだけは皆共通〇 iom ajn 
が二つあったが、何の事力、? almenaŭ 
もよい。殘!）は至極たやすい。

〇） Ĉiaokaze konfesi al vi almenaŭ 

iom malpezigos al mi la koron・ Bon
vole aŭskultu, mi petas.

6）靜かにヽ熱い淚が止めどもなく頰 

を傳ひました。

Kvieteが一番多く使用されたが、僕 

は silente が plibelsona だと思、ふ 〇 

trankvileは，sen timoな四海波仁ゝず 

だ。故に靜かにはsilenteにする。larmo 

は必ず複數にぽたぽただからlarmoj.止 

めどもなくはsenĉese又はsenfineが 

多かつ仁。dum longeなどは實にまづ 

い〇 sinsekveなどはよからう〇頰を傅・ふ 

は flui sur la vango がよし〇 fali laŭ 

la vangojなどよく見受けたがまづい〇

6） Silente, sinsekvantaj varmaj 
larmoj fluis sur ŝiaj vangoj・

成績:一86木泉氏、79 Lageto氏、荒 

木熊雄氏、77山縣氏、石本氏、76柳田 

氏、75イシグロ氏、74 T.柳田氏、73 
Krosaua 氏、Fukaj〇 氏ヽ72 石生氏、 

70黑木氏、以下略。

九月號課題

（締切七月末）

1） えゝ氣のもめる事ぢや。だがそち 

はゝあまり氣にせぬがよいぞ。

2） 指揮考の棒を合圖;こオーケストラ 

は愈々始まった。

3） 一體何んの權利があって俺の私室 

に貴樣は這入ったのだ。

4） え'どうともなれ、もうやぶれか 

ぶれだ。

5） 『俺の命もこゝ數口だ。それで 

——J病人は終りまで云ひきるヵさえも 

うなかった。

六月號重要正誤

頁 欄 行 誤 正

204 右 -8 En Ĉiu

205 左 - 5 premio premiso

右 -16 ascio asocio

206 右 10 (jeale egale
217 右 16 komplimento komplemento

219 左 3 の種類 の7種類



259

文法硏究課題

文法語法の硏究を一般の人から募集し仁 

らどうだと云ふ提案があつ;二。諸家の文 

法話法の硏究は在來も常に歡迎して本誌 

に發表してゐ仁のであるが、場介によっ 

たらー・般會員に問題を提供して硏究して 

貰ふことも會員の學習硏究に資する所大 

であらことと思ふ。最もよき論文に對し 

て粗賞を呈することとする。（同一程度 

の者多數の節は抽籤）。

第一囘課j

Sur lu kameno inter du potoj 
staras fera kaldrono.

〔251頁より續く〕

uzos neoportunajn. Kaj ne povos 

volonte obei al la plejmulto. Supre
skribita estus bezona por la kon- 

siderado de lingva problemo kiel 

metodo. Tio, kio estas kontraŭ tia 

fluo, estus nulo kaj vana. Ho, genia 

estas Zamenhofa principo! Li estas 

vivisekcanto, ĉar li traktas vivan- 

taĵon!

S-ino Marie Hankel rakontas ke 
ŝi tre 〇 仕e ricevis de li resp on dojn. 

"Vi povas uzi ambaŭ esprimojn, 

ambaŭ estas ĝustaj/' kiam ŝi al li 

demandi s. Kial? Eble tiel, ke li jam 

profunde konas naturan iradon de la 
lingvo. Ŝi rakontas. " Li (Zamenhof) 

opinias, ke malbonaj kaj ne taŭgaj 

vortoj (ankaŭ formoj) baldaŭ mal

aperos, nur la bonaj restos/' Li ne 

forigis tiun aŭ alian por ambaŭ ebloj. 

Ke Esperanto estu ellabori ita, kon

〔問!！］この例文中のkameno, potoj, 
kaldronoの關係位置はどうなってゐる 

のか（卽ちkamenoはpotojの間にあ 

るのか、potojが kamenoの上にのっ 

てゐるのか或は下にあるのか）。それに 

對して文法的に解釋論斷すること。

〔締切〕七月末日迄。

〔書方）簡單明瞭（koncize）に論述す 

ること（橫書き二十字詰、六十行ロ內）。

本例文の出所はFundamenta
Krestomatio, フ 頁19 行;又は Funda- 

mento de Espera nto, 60 頁 5 仃〇

stante <<riĉiĝadu,' kaj "perfektigadi!'' 
sur la Fundamento. Ĝi floru sur ĝi. 

Li estas la unua, kiu formulis en la 

formo de principo tion, ke se troviĝas 

neoportunaj formoj, kun la paso de 

tempo novaj uzataj elpuŝos mal- 

novajn, kiuj estas arhaikigindaj, post 

paralela ekzisto kun ili. Sen rompo 
kaj sen forigo!

Li konsideras ankaŭ "lingve, 

senton,"lingvokutimon ĵ, kaj " kom
preneblecon レ ktp. ktp., kiuj estas 
ankaŭ " ĉefaj mezuriloj uzendaj ĉe la 
esploro de la lingva problemo ‘‘ 一 

vortoj de D-ro Lippmann.

Kaj estas necese ke ni akrigu ĉiujn 
mezurilojn, antaŭ ol fari esploron pri 
la problemo. Ni klinos la kapon 
antaŭ la kompetentaj de Zamenhof. 
Kaj kiel trafas la veron liaj vortoj!

En sekvanta okazo ni serĉos en 
Lingvaj Respondoj kaŝatajn trezorojn 
kiuj neniam estos elkonsumeblaj.
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處變則品變
K. OssaJca.

6.「只今」

子供が朝カバンを肩にして『行って參 

ります』;母親:『行っていらっしゃい』。 

午後子供が學校から歸ってくる『只今』; 

母覩『お歸りなさい』。

これは西洋にない挨拶だから譯しゃう 

がない。子供はだまってかけ出すだらう 

し,歸ってくれば母観はキッス一っで事 

はすむから挨拶はいらぬ。尤もあるフラ 

ンスのEsp.敎科書に子供が母取にĜis 

Ia revido!と云って學校に行く處が書 

いてあった〇 乂 Rabistoj, p. 90に 

Adiaŭ !がある〇或は峙に Mi nun iras 

（もう行3ます）と云ふ場合もあらう。 

「行ってらっしゃい』もIru kun Dio ! 
（神と共に行け,無事で行っておいで）も 

時に使へようが學校へ行くのには少し大. 

げさだ。『只今』『お歸り』に至っては適 

當な譯はあるまい。或る獨逸のEsp-isto 
に獨逸の子供は何と云ふかと聞いたら, 

さあ別に云ひ方はあるまいが,先づたい 

ていの子ならいきなり走!Ĵ込んで來て 

,,Panjo, mi estas malsatega!" 成程 

世界の子供に共通だらう。

7. 「あぶない」

ロ本人が英國を旅行中汽車の窓から灣 

を出して景色を見ようとすると近くの人 

がしook out!と叫んだのでさては何か 

あるかと頭を窓からつき出したら柱にぶ 

っかって大怪我をしたと云ふ笑ひ話。

勿論Esp.で此の場合『あぶない』は 

英語を直譯したElrigardu!ではない, 

Atenton!と云ふべきである〇 （佛語At

tention !獨語 Achtung !）人ごみを材 

木をかついで步きながら『どいたどいた』, 

も Atenton, atenton!
電車の人ごみをわけて『ごめん下さい』 

は Pardonu 又は Pardonu min!人の 

足をふんだ卩寺も同樣Volu pardoni! Mi 

petas vian pardonon!
外械!人と話をする吁相手が話しを切ら 

ぬ内に口を出すことは嚴禁である。せっ 

かちな議論ずきな日本人は兎角この 

interrompiを思はずやりたがるが,非 

常な無作法である。拍子で二人が同時に 

ロを切った場介にはすぐpardonu !と云 

って中止すべきである（從って二人とも 

だまってしまふことになることもある 

が,一瞬時でも先へ1丨を切った方へ話を 

ゆずる）〇

人の云ったことがわからす・も一度云ひ 

かへして貰ふ場合Kio?『なに?』はぶ 

しつけ過ぎる。Mi petas?（獨逸語で 

Ich bitte）とか Pardonu?（英語 I beg 

your pardon）とか云ふべきである〇但 

しわからぬのをきくのであるからMi

petasもPardonuもI」調は疑問文のと 

きのやうに尻!!りに發音すること。

便所へでも行く卩キ,まさか Atendu, 

ĉar mi iras urini!とは云へない〇欠張り 

Pardonu!とか,Momenton, mi petasI 
とか云ふ。人を待たせる仁め『一寸お待 

ちを』も同樣 Momenton, mi petas.

人に物を尋ねあ誌『あの一寸』もPar
donu min, ĉu vi povas diri, kie loĝas 

S-ro Hamada?などとやる〇 ・
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/ ★PA住ELOJ, ANDERSEN, Tria Parto, trad. 

D-ro Iノ. L. Zamenhof; wld・ E、p・istn Cvntra 

Librejo, Faris; Ĵo.5 X21 cm.,153 p.;定價 

IRI!錢（送料4錢）;學會に在皿あり。

Esp.の語法學の建設は生きた文獻の硏究 

によって逹成せらるべきもので、ことにZ博 

士の筆に成るものは、吾人に規準を與へるも 

のである。不書は博士未發表の遺稿として吾 

人が待ちに待ってゐた、アンデルゼンお伽噺 

第三卷。お伽噺であるから高級硏究者Espe

rantologoj 連のみならず初學者にも好箇の誌 

み物で.中等講習會にも向く、要するにいや 

しくもEヾp.を硏究する人の必讀書に此の一 

册が加はったわけである。

uzitaj, sed tre dubinde, ke ili troviĝas ĉe unu 

aŭ'oro), dekstremano (83/20, ĝisnuna Zamen

hofa kutimo : dekstrainano ; cetere en 81/6: 

dekstra mano), Be! (97/32; He aŭ Ve ?), 

pesipelvo (140/3; ĉu pcsiZpelvo aŭ pes-t-pelvo ? 

Kp: pesiltaso, Biblio 551但.!0). Ĉar ĉiu 

verko Zamenhofa donus al ni norman bazon 

por Ia lingva studo, ni petas, ke oni kun 

konscia zorgemeco atentu en la presado de 

Zamenhofaĵo! [K. Ossaka]

★UNUA LEGOLIBRO, de SAT, eid. SAT, 

Paris, 1932,12 X17 cm., p. prez.1 marko.

編者KIŝartelmes □ く【此の新議本は初 

步を終った者、及び硏究會等の講習に最も適 

した讀物を集錄した。配列は決して易より難 
への rigora maniero によ ってゐ ない〇 ...

rakontoj の大部分は SAT-gazeto の しa 

LERNANTOの最近數年間に旣に出たも 

の。」と〇仝篇を分って、I Anekdotoj, II 

Pensigaj Rakontetoj, III Paĝoj de 1'Rido, 

IV La Lingvo k・ ĝia Vivo, V Priskriboj, 

VI Izi Scienco k. la Instruo,の六篇とする 〇 

本文の各rakontoは全部牛頁乃至】 ；頁の 

短篇。揷畫30餘。活字が手頃で本文註共に 

ガッチリ詰って、一見血ちに內容の異常な煤 

富さを示し、新鮮味が紙而に溢れて恐ろしく

Jen volumo longe kaj avide atendita de 

la Esp.-studantoj・ Kun bedaŭro ni tamen 

rimarkas, ke al tiu ĉi volumo ankaŭ ne 

mankas presdifektoj same kiel al la du jam 

eldonitaj partoj : sameemalfli ĉa 1(p・ 5/iinio 

4), viri ?j noktuj (5/5), maskarado (34/2; en 

148/25: maskerado), tie (anstataŭ tiel, 39/7), 

metata (metataj, 46/1), koran (koron, 60/19), 

kontentiga (79/10), maltriĉa (95/9), kio (kion, 
"95/23), multaj da aferoj (113/29), al penson 

(^penson, 115/12), j，en (130/16), naj (130/23), 
Ĝi puŝis si (134/24), pantolonoj (139/12), 

longue (143/30), trop (144/-9), najtingalon 

(な nebezone, 145/15), tula (147/37) (Ni ne 

■citas malpli gravajn, tuj ekkoneblajn pre

serarojn, ekz. esta, nf：.no, kun kreskiĝis, k. s.). 

La ĉeesto de multaj preseraroj kondukus la 

studantojn de la „ Esperantologio" al la 

kontuzo, ekzemple ĉe la renkonto de la jenaj 

fmzoj ni devus jam dubi, ĉu ili estas vere el 

】d plumo Zamenhof：! aŭ simplaj preseraroj 

nezorgitaj: sia (eu uvunombro) bonodoTO, formo 

kuj koloroj (24/8), usperolo (29/11;en 133/ 

31:asperulo; fakte ĝis nun ambaŭ fbriucj 

讚書欲をそゝる。內容は上記のenhavoの示 

す如く色々だが.機智に富むものヽ理論的な 
ものもちり、その中の一篇淮藤靜太郞氏の 

（u eŭropanoj lernas esp. korekte?は筆者 

ばかりでなく、日本の同志の痛感してをると 
ころをtrafiして思はず手を拍かしめる。各 

rakonto皆異った人ので、夫々のstiloを持 

ち之に編者が一篇每に細かい活字で註を
で加へてゐる〇選ばれた本文の所々 Drezen 

に輪をかけた樣な・我武者羅な使ひ方をして 

あるのは兎に角、編者までが之を支持してゐ 

るのはどうかと思はれる。その一例、stĝo, 

facilo, simplo （之等はecoを供ふ必要なし） 

p・13. ajnan = iun ajn p. 28, sekvinta,—onta 

（laŭ la pozicio, el kiu oni rigardas al la 

olszcj） p.69）然し此の註の而白味は、ある點で 

は單なる註釋に止めず一かどのしingva de
mencio を取り上げて、日本のE pastojなら 

愼重な態度をとる所を勇敢にドシドシ斷定 

してゐることである。だから本書を检講、研 

究會等で使ふ場合・可成上達したgvidantoが 

ゐないと、蜂の巢を壞わすとまでは行かなく 

ても、相當の混亂をまき起す可诜性が潜んで 

ゐる〇然し優れたgvidantoが之を正しく批 
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判して與へたら反って !ernantoの批判力を 

養成するに役立つだらう。そして最後に編者 

の所謂,，perfektaj " esp-istojが獨リでその 

內容の豐富さ、新鮮味、面白さに率かれHngvo 

といふ土儀の上で.此の本と和撲をとる氣で 

讀んだら、恐らくこいつは而白いと手離せな 
くなること受合ひの讀物である〇 [s- Okonogi] 

★SUBMARINISTOJ, de Novikov-Priboj, trad. 

de E・ Blinov, eid. EKRELO, Lcipzig, 1932; 

12X17 cm.,115 p.定價 90錢（送料 2 錢）。

原著者は1877年に生れ「I露戰爭に參加し 

た。そして日本海の大海戰（1恥5）を材料と 

して書いた最初の著述に相次いで數ヶの 

inaraj rakontojを出したが、革命的內容の爲 

Caro 下にあって彈壓され・!〇丿J革命後急

にその名聲をロシア文壇に獲得した本进も 

同・戰爭中の・潜水艇員の生活が敍述されてゐ 

る〇全篇に動く人物は悉く彼のk maradoj 

で、その生活が物語的に詐しく描き出されて 

をり、最後に彼等が艇の沈沒から九死に一生 
を奇蹟的に得る。譯文はDrezenがkontroli 

したとあるが、人も知る如く D・も隨分思ひ 

切った使ひカをする加ら.必ずしも安心出來 

ぬ。譯筆生硬.可成讀み惡い。吾々はかうし 

たK p.を讀む每に痛切に感ずるのは如何に 

Z inenhofの文章がよく書かれてあるかとい 

う事である。不書は海の生活:特に潜水艇）の 

專門語が澤山出て來るから此の方面に興味を 

持つ人が之等を參考として語彙を集めたら面 

白いと思ふ。（學會に存庫）[S. Okonogi] 

★ŜTALA BIBLIO de S AMURAJ ISMO（武士道 

刀劍鑑），de Kijohiko Cujuki, eid. Japana 

Espernnto-Instituto, 1932 :12 X 16 cm., 21 p.; 

bros., prez.15 sen, poŝt・ 2 sen.

La prezentenda] en la tutan mondon kiel 

"ph'J japan mani eraj " estas Noo kaj Japana 

Ŝtalo ・ En iliaj silenteco kiel fundo de 

puto, pompeco kiel diverskoloraj floroj en 

ventego, kaj profundeco kuŝiĝanta sub simpla 

fazo, ni povas klare vidi Japanan Animon 

kaj Samu raj ismon ・ Kiu parolas Japanan 

Animon kaj Samurajismon nepre devas havi 

profundan scion pri Noo kaj Japana Ŝtalo. 

Jene nove eldonita tiu ĉi libro sciigos al vi 

lu ĉirkaŭaĵon de la lasta. Kvankam la paĝoj 

estas malmultaj, sekve la enhavujo ankaŭ 

estas iom tro simpla, tamen oni povas sciiĝi 

"kio estas Japana 言talo." '

En nuna tempo, kiam ankoraŭ ne aperis 

libroj pri tia temo en la Esperantujo, jeti 

tiun ĉi en la mondon signifus unu pafon de 

la serbo por fcienci^toj en nia grup〇.

[J. Onoda]

★ SUPERA KURSO de ESPERANTO, de D-ro 

Leoj)old Drcher, eid. P aŭtoro,1932;12 x 16 

cm., 6G p.; bros. prez・1•も5 sv. fr.

ポーランドに其の人在リと知られたる 

Ix?opold D.tb2r氏の著であるから.其の點 

先づ安心である。今口世界に入門書は多い 

が、离等文法書と目されるもの.然も其の手 

頃なものに至っては、賞に曉天の星の如くで 

ある。此の時に當り.本書の如き小よく要を 

得た書物の出現は、エス話硏究者に對しては 

其の勇氣と興味を倍加せしめ、エス計敎育家 

にとっては.砂漠にオアシスを見出したるの 

感あらしめるであらう。ザメンホフ集他の模 

純艮文が揭げられ高等文法的諾法解說が施さ 

れてある。'試みに內容の.:三を紹介すれば〇

Pri・ kiel prefikso.

Prilabori =labori pri io> Simile : priskribi 
prikanti^ pripensi. La formo kunmetita (pri

labori) estas pli oportuna ol la ibrmo dis

metita (labori pri). Oni ne diras: Homero, 

1 l skribinto pri l：i heroaĵoj de Odiseo, sed: 

Hoinero, la priskribinto (Ie Ia heroaĵoj de 

Odiseo....

Ripeto de radiko.

• • • Stile palaj, senkoloraj estas ankaŭ : bavi 

paroladon, havi manĝon, fari demandon (pli 

bone simple: demandi), estis okazintaĵo, estis 

pluvo (falis pluvo), havi snkctson (rikolti s.) 

kaj aliaj „ esti „ bavi u kuj ,, fari.u Stilisto 

laŭeble serĉas pli vivan esprimon internacie 

kompreneblan.

Ripeto de prepozicio.

Prepoz cioj (al, de, en, el, sur, kun ktp.) 

estas ofte ripetataj en sarna frazo en forino 

de prefikso : eniri en ĉambron, alparoli al iu, 

surpasi sur vojon ktp. Por tion eviti kaj 

malpli-longigi la frazon, oni diras: eniri la 

ĉambron, surpasi la vojon, alparoli amikon 

k. & [J. Onoda]

★ TRA SOVAGA KAMĈATKO, de Sten 

Bergman, trad- de Birger Gerdman, elde 

Eldona Societo Esperanto, Stockholm, Sヾedリ 

1932;14x21 cm. 276 p.;定價上製 4 〇 30 

錢、並製3圓20錢(送料上】〇錢、並S錢)
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La Kokoso Poezio de J fasao KaS
Trad. K. Sisido

飯
"・ゝ

La koko so^ ki・u la- sis la mar-bordon Forノ しau la onjoj tra-migra-das eis la ma- ra.

址をは加仇/t はしの弁 は みに2らeマ うみのは

ひ

Sdo prin-tem padoz-ma lu no en 

つ・ヨのまビわむはる

蓉
aŭ；das kan- mar-vi * rin\

めににんぎょのラ仕をさ く

La kokoso, kiu lasis la marbordon for,
Laŭ la ondoj tramigradas ĝis la mara fin,; 
Sub printempa dorma luno en vespera hor； 
ĉi en sonĝo audas kanton de la marvirino

これは1920-2年におけるカムチャッカ探 

險隊員の冬期旅行記であるcこの探險隊はス 
ウェーデンの各種科學 者 數名によって組織 

されてゐたが、本書华科學上の報吿でなく、・ 
ー隊員が 通俗讀物［して提供したものであ 

る。とはいへ、興味课いうちにも、鐵道を持た 

ぬ、この極東の大半島の、野生のままの姿 

を、文明世界に紹介する.得難い文献で・か 

うしたものが.Esp,によって世界に紹介さ 

れることは、まことに適はしいことである。 
Per Balono al Polusoといひ、木書といひ、 

有意義な出版をつづけてゆく Eldona Societo 

Esperantoの態度には敬服させられる〇

北日本の港市两館から便乘した.赤色ロシ 

アの監視赭が.深夜、暗礁に乘上げて.沈沒 

し、Hネの水";艇隊に救ひ出されるまでの不 

安な數日間ーー最初から波瀾に富んでゐて. 

小說を讚むよりも遙かにおもしろいcことに 

H本人にとっては、漁場問題を中心として. 
わが國と密接な關係を持ちながら.ほとんど 

未知のままな・この土地に就て知ることは・ 

決して、興味のないことではない。

Iua plej kortuŝe afablaj leteroj で招き、何 

でも.興味深く目をとめると、ただでくれ、 
つひに nek kuraĝis rigardi nek montri al io 

kaj devis ekiri hejnien, por ke li ne donacu 

al ni la tutan fabrikejonと悲嗚をあげさせ 

た日本人.tro malbonaj maristojで屢々 

„ ankras per la kilo aをやる、そして、何で 

も „ sk6ro ni n^daa (estas nenia urgo). 

,,Niĉevd, patom 11 (ne gravas, poste •…)でカゝ 

たづけてしまふロシア人、數ヶ月前までは力 

ムチャッカといふ名さへ知らなかったのが、 

夫婦喧嘩のあげく上海を飛出して.言菜の通 

じぬこの異邦に放浪する支那行商人、その他、 

朝邮人、ヤクーツ、コルヤック、アイヌ等々核 

束諸氏族の民族的個性が、随所に見られるこ 

とも.特に興味深いc譯は第一流とはいへぬ 

までも、流暢で、上の部に.屬するであらう。
Valora verko. Interesa precipe por ni, 

azianoj. Sufiĉe lerta traduk〇. Ni nur be

daŭras trovi vorton „ koreano" anstataŭ 

„ koreo.u C學會に在庫あり1[Mijake-S ]

★ TRANS LA FABELOCEANO, de Francisko 

Sziltlgyi, eid. Literatura Mondo, Budap^t. 

1932; 13X19.5 cm.134 p,定價 2 圓、送料 

4錢？在庫あり。
” Ĉu estis, ĉu ne estis, eble trans la Fabel- 

maro vivis • • • " Per tiu frazo, kiun oni tiel 

ofte kaj tiel avide aŭskultis en la infaneco, 

komencas la aŭtoro mkonti siajn belajn 

falilojn, t amen, ne al la etaj infanoj, sed al 

la plenaĝaj buboj. Spirita ironio. Ioni da 

kasita sentirnentalism〇. Serena moderneco, 

konciza kaj freŝa stilo. Tamen oni absolute 

ne rekomendu ĝin al la esperantolernantoj, 

sed nur al la maturaj esperantistoj, ĉar tie 

kaj tie en la verko troviĝas esprimoj, kiuj 

miskondukos esperantoinfanojn. Ekzemple: 

mi skribis midten , jees, Cu li estas pli hnrru)9 ol 

mi? Kompreneble li intence uzis tiajn espri

mojn ・ Eble ili estas uzataj duni ĉiutagaj babi・ 

ladoj, kaj eĉ bezonataj por esprimi infan- 

fabelajn nuancojn. Sed ĉu pro tio li povus 

eviti diproĉon de la severaj esperantologoj, 
mi ne povas ga antii. [^lijake-Ŝ.]



DEZERTO
------ 5. Koga--------

(Daurigo)
Kun la permeso de V aŭtoro 

trad. S. Minami.

"Tiu filino estis amata de riĉulo el Tokio, kun kiu ŝi edziniĝis・ しa 

nomo de la riĉulo ..., ja ĝi estis Jasuhara, se mia memoro min ne trompas."
Mi estis frap让a de lia parolo, kiun mi atente aŭskultis. Ŝajnigante min 

kvazaŭ foriranta, mi kaŝis min malantaŭ arbetaĵo.

"Baldaŭ ŝi gravediĝis kaj revenis la gepatran domon por naski tie la 

infanon. Pro maltrankvilo la edzo ankaŭ sekvis ŝin, sian amatan edzinonj 

Kaj kvankam mi ne bone scias, la edzo ĵaluzis pro tio ke ŝi havis amaton en 

la vilaĝo au de iu alia kauzo. Tiel Jae Iŝii intencis venenmortigi la edzon.0

Mi surpriziĝis. Mi apenaŭ detenis min de krio.

4 Ha! Malbeninda virino !"

Ankaŭ la aŭskultanto diris surprizite.
u Kaj ŝi estis jugita kaj sen dita en malliberejon, kie ŝi naskis filinon kaj 

ŝi baldaŭ poste mortis."

° Ha!

"Pro tio kompreneble ŝi estis jure eksedzinig让a, pro kio ŝi reprenis la 
nomon Iŝii. Kaj familianoj ĉiuj mortis kaj sekve nun ne estas multaj, kiu, 

scias pri tioj

"Kiel fariĝis tiu filin〇.,,

u Jasuhara prenis la filinon sub sian zorgon. Ŝajnas al mi, ke ŝi nun 

fariĝis bela fraulino.,>

Mi ne bezonis auskulti plu. Ho, ve!
Jae Iŝii estis la patrino de Itoko, mia edzino. Mia edzino estis en 

abomeninda malliberejo nask 让 a de la patrino, kiu intencis vene nmortigi 
sian propran edzon.

Mi nun vidis, kial la edzino sopiris veni ĉi tien! Mi iom komprenis, 

kial mia edzino svenis vidante tiun tomboŝtonon kaj ŝi foriris sen mia 
permeso.

Kun prem让a koro mi vagadis en Nagatanin〇. Ho, ve! La filino de la 
virino, kiu intencis mortigi la edzon!

Cu tiel terura heredo kusas en ŝia sango malgraŭ ke ŝi havas tian 
anĝelan vizaĝon ? Hot ve! Mia sopirata amata edzino, kiu forlasis min. 
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naskiĝis en tiel malĝojinda cirkonstanco ?
Kvazaŭ homo sen celot mi paŝadis en la vasta dezerto. Antaŭ Ia； 

vesperigo mi revenis la gastejon. Kiam mi estis enironta en la ĉambron, 
al mi ŝajnis, ke homo estas en la ĉambro. Ĉu la edzi no revenis ? Ekfrapis 

mia koro. Sed post momento mi falis en malgajon. Kion mi faru, kiam 

la edzino revenis ? Mi estas ĝoja. Tamen kiel mi faru kun la sekreto pri 
Jae Iŝii ? Ĉu kiel antaŭe, mi povos min teni indiferente antaŭ ŝi ?

Sed la edzino ne estis tie en la ĉambro. Tie mi trovis tute neatendite 

F-inon Kaneko Tojama. Vidante min ŝi diris kun mieno fiera pro la venko :

"Frato,― i kutime min nomas tiel—Kie estas fratino Itoko ? ‘‘

Kial vi venis ĉi tien ? "—Intence ne respondante al ŝia demando, mi 
severtone ŝin tiel demandis.

"Por venigi vin a! la sentoj.M Ŝi trankvile respondis. "Vi malprofitos, 

se vi havas rilaton kim tia virino.^

"Kiamaniere vi eksciis, ke mi estas ĉi tie ? M

Ha, ha, ha! Vi ja min minacas ? Mi estis en Kioto. Mi subaĉetis 

subulon de detektivo Kimura por ke li tuj sciigu al mi kiam vi ion 

komunikos al li/Ĵ ・

"Pro kio vi estis en Kioto ?，'

"Mi venis kun amikino en Kioton. Ankaŭ vi ŝin konas. Mi petis ŝin, 
ke ŝi rimarkigu al vi en la vagonaro, ĉu ne ?''

Ho! Mi surpriziĝis.

Do, tiu kun la malhelaj okulvitroj •…"

"Jes, vi certe vidis ŝin antaŭe ankoraŭ almenaŭ unu au du fojojn.
Kompreneble ŝi ne portis la malhelajn okulvitrojn, kiam vi vidis ŝin antaŭe. 

Vi ne rekonis ŝin en la vagonaro, ĉar vi estis tiel absorbita en Itoko，n.,>

'• Hm, do vi ankaŭ metis la strangan paperon ĉe la tualetejo.^

Ne, tion. mi ne koncernas. Mi nur petis mian amikinon al vi rimarkigi. 

Kaj vi nun vidis, ke mi estis ĝuste prava, ĉu ne?"

Pri kio vi signifas ?ソ

4 Pri Itoko. Cu vi ne scias ? Ŝi estas filino de mortigintino!M

“ Kio !

Sjnkonscie mi kriegis.

"La subulo de Kimura pri tio informis min. Mi aŭdis, ke Kimura jam 

enketis pri tio."

"Ne diru sensencaĵon. Mi volas havi nenion kun vi. Rapide foriru!" 
u Ne, mi neniam foriros.



‘‘ Ne diru absurdaĵon!''
u Frato!'' Kun sentemeco ŝi rigardis min de malsupre, u Kial vi 

estas tiel malvarma por mi ? Vi neniom min amas! Mi ĉiam nur deziras 
bonon al vi. Virino, kia estas Itoko, estas malbonkora malgraŭ ke ŝia 

ekstero estas bela. Mi nur deziras sciigi al vi tion：
Mi eksentis kompaton al Kanek〇. Ŝi ne havas malbonan punkton por 

mencii・ Nur ŝia altrudemo ne plaĉas al mi. ĵaluzo igis ŝin fari senpru

dentan agon kaj riproĉi Itokon, ĉar ŝi vere amas min.

"Bone, bone! Certe malprave mi vin riproĉis. Mi bone komprenis, 

kion vi diris. Sed mi ne povas forlasi ŝin tiel. Antaŭ ol mi foriros, mi 

devas aranĝi bone la aferon. He, do vi foriru antaŭ ol rm・

Mi komencis kvietigi ŝin.

“Vi ankoraŭ ne povas forgesi sm・
Ŝi ĝemis. u Filinon de mortigintino kaj naskitan en la malliberejo ..・" 

"Ts! ° Mi denove kriegis.
De kelkaj minutoj aŭdiĝas ia brueto en la koridoro. La najbara ĉambro 

ne estis okup让a, sed malbone estus, se servistino preterpasanta nin subaŭdos・

"Ne parolu per tiel laŭta voco."
Tion dirante mi malfermis paperan glitpordon・ Neniu troviĝis tie kaj 

mi trankviliĝis. Subite mi ekvidis paperon sur la sojlo. Sur ĝi io estis 
skribita rapideme per krajono.

Nenia dubo, ke ĝi estas skribaĵo de mia edzino. Konfuzite mi prenis 
ĝin, kaj mi legis :

—"Ĉar mi fariĝis iomete libera, nun mi venis ĉi tien por vin vidi» 

almenaŭ de la distanco, malgraŭ ke tio estas altrudema konduto. Mi ja 

sopiregas vin! Sed neatendite Fraulino Karieko estis, kaj mi aŭskultis la 
interparolon ekstere. Bonvolu pardoni min, mi petas. Ŝajnas, ke vi jam 

eksciis pri mia situacio, kiun mi tenadis sekreta. Kun malamo eble vi 

min malestimas. Ekzistas cirkonstancoj kaj pri la cirkonstancoj, kiuj rilatas 

tion, tamen verŝajne k<ari^o miaflanka estas vana, do mi tion ne faros. Mi 

jam rezignas vidi vin! Bonvole zorgu pri via sano, mi petas. Vi agu 
laŭ la plaĉo de F-ino Kanako—T

Legante la leteron mi larmis pro la kompato al mia edzino. Neniun 
kulpon havas-la edzino! Mi akre rigardis Kaneko'n.

4< Ĉar vi diris sensencaĵon, Itoko denove foriris, kvankam si revenis. 
Sentaŭgulino!'' * g 玄r 附参甬^

Kaneko tiel grimacis, ke ŝi estis preta ekplori. Ankaŭ Kaneko ne estas 
kulpa. • • - ■- 二^^
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Ne povante min deteni de ploro, mi mem fine eklarmis. Ial subite 

Kaneko ekploregis.

V
-
Fikse rigardante la malorde pendantajn tremantajn harojn sur la blanka 

nuko de Kaneko, kiu plorĝemas, mi eksentis kompaton al ŝi, mia koro 

tamen estis plene inklininta al mia edzino. Mi nun ekhavis plenan kom

prenon pri la suspektinda kaj timema sintenado de la edzino. Jae Iŝii, 

en terigita en tiu abomeninda elfosita tombo, estis ŝia patrino, kiu antaŭ 

dudek jaroj estis arestita sub la suspekto, ke ŝi intencis venenmortigi la 

edzon, kaj ŝi naskis ŝin en la malliberejo kaj tuj mortis. Tio estas ja la 

tuta fakto! Mia edzino timas nur pro tio, ke ŝi estas filino de la patrino» 

kiu intencis fari teruran krimon. Kompreneble tio estas sufiĉe terura tamen 

nur pro tio ŝi ja ne bezonas forkuri de sia edzo, kiu amegas ŝin.

Laŭ la postlasita letero mi povas sufiĉe kompreni, ke ŝia amo al mi 

neniom ŝanĝiĝis・ しa edzino forkuris ŝajne pro timo, ke ŝia konkurantino» 

Kaneko malkovros ŝian hontindan devenon. Tiu malgranda makulo cle Ia 

edzino neniam malvarmigas mian amon! Ju pli hontas la edzino pri si, des 

pli grandiĝas mia amo al ŝi! Mi devas nepre elserĉi Ia edzinon, kiun mi 

devas trankviligi-
Mi kviete meditis. Ŝi povas sin kaŝi nenie krom en la dometo suspek

tinda de la maljunui!no sub la pinarbo en la dezerto! Kiu estas tiu 

maljunulino ? Verŝajne ŝi estas unu el gefriponoj, kiuj bone scias la sekreton 

de mia edzino, kion profitante ŝi minacas la edzinon. La tombofosisto, kiu 

estis komisiita forlogi ŝin, ankaŭ devas esti subulo de la maljunulin〇.

La alia laboristo kun terura vizaĝo estus ilia kamarado. Ili en

karcerigis la edzinon en S izolitan dornon en la dezerto kaj ili minacas 

ŝin. Tamen ĉar mi eksciis ŝian sekreton, tial ilia minaco jam estas vana! 

Ĉiuokaze mi devas savi la edzinon el iliaj manoj. Forlasinte Kanckon 

plorantan, mi el iris eksterdomen. Jam tute mallumiĝis. Palpante en la 

mallumo mi ŝanceliĝe paŝadis la vojon sur kiu mi min direktis en la tago. 

Mi trairis malglatan vojon inter nikotianaj kampoj, arbareton, vojeton, kiu 

disduigas, kaj kun peno atingis la izolitan domon en la dezerto.

^Daŭrigota)
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宗近貝澄

ESPERANTO-HEJMO の横顏

南佛蘭西のNiceから13杯、海拔530米 

のAsprcmontoめ山中の一角に.ICK の後援 

で30000平方米q地面を劃して、ESPEIUN- 

TUJOが出現し9室を有する新殿堂が建設さ 

れて% ESPERANTO-HEJMOと呼ばれ日常 

ESPERANTOが使用されて居る〇必要に應 

じて若し財政が許しさえすれば・近接する土 

地を買入れて領域は幾何でも據張出來る環境 
である。
此のESPERANTUJOの稅政たるや誠に 

注目に値するものがあるc卽ち自國の住民か 

らは徵收しなくて、國外に資源を得ようと云 

•うのであるc理由は建國以來口尙淺いのでー 
切合さい輸入一方で、當局もこれ以上に負擔 

を加えるに忍びず、住民としても課稅の 
moratorioを切望して居るのである。實に世 

界的不況は此の樂土をも看過せず、生活難は 

和當に深刻化して居る模樣である。依て當局 

は外債募集を企圖し、其の案を頻りに練って 

は居るものの何分利息は當分拂えそうもない 

と、前以て了解を求める様な窮乏狀態である 
から、却々埒があかぬのも無理はない。 

住民は佥事付居住費として一口 30 francaj 
frankojの割で拂って居る。

此の小國は自然の关觀に惠まれて、訪問客 

の眼を悅ばせて居る。又領域中の區劃を呼ぶ 

にエスペラント人の耳には懐しい亡き先腿者 

達の名を以てして居るのもよい思いつきであ 

る〇 卽ち Zamenhof, Boulet, Hodler, Mudie, 

Nakainura, Nutters, Osstrovski, Trompeter 

等である〇 Nakamuraと云うのは我が JEI 

の前理爭艮中村精男博止の事と思われる〇

廣い領域中には果樹が澤山植って居る。十 

二楝類程のものがあるが.各幹には寄贈者の 

名を書き入れた札がさがって居る。若し此の 

庭園內に離かの名を留めたいと御希望の向 

は、〕〇 f. frankoj を此の ESPERANTO- 

HKJV〇に寄贈されるなら、適宜に苗木を 

買い求めて例の樣な札を附して、永く御芳志 
を記念するとの事。

呆實が熟する頃ともなれば此の國の客は、 

庭に下り立ち自ら美果を樹上に求めて、•えも 
云われぬ其の美味を賞すると共に、ESPE- 

BANJO特有の新鮮味をも滿喫する事が出 

來よう。其の景觀を想見する時ゝ食べ頃の魅 

惑的な色彩を有った或は櫻ろ實が.或は無花 
呆が筆者の眼前を去來して口中頻りに唾の湧 

くを覺える。

此の國に客となる者は、ESPERANTO- 

HEJMOの設備・完成の一助として、幾何か 

の金額を寄附し所謂dankinda servoをなす 

不文律がある。但し御本^人には不用で、而も 

此のHEJMOには必要な寄贈品持參者は此 
の限りでないとの事。

尙此のHEJMOでは品物は何でも有り難 

く頂戴するとの事であるがゝ郵便や汽車便で 

運賃濟拂の荷物の御寄贈は今暫らく御勘辨願 
いたいと云って居る。と云うのは前述の樣に 

窮乏の折柄其の送料支拂に對しては、到底財 

源を見附ける事が出來ず、結局一犬恐慌を來 
す虞れがあるからである.

大東京に„ ESPERANTO u町

Katalunujoの首府 Barcelono市の新町名 

のーは„ D-ro Zamenhofuと呼ばれ、其の 

新しい町の一角には我等のMajstreの肖像入 

りで、新町名を彫刻した大理石の腰石を新造 

して、今春其の除幕式が盛大に擧行された。 
こオ1 は K aia lu na Esperantista Federacio の 

盡力に依るものである。
又BraziloのSergipe州の首府A racaj ŭ市 

に於ても、Brazila Ligo Esperantistaの肝煎 

で、Sankta Isabel區の一町名として” Espe・ 

ranto „の名が現われた。

外國に於てZamenhof通や Esperanto街 

の續出はこれまで度々此の欄に揭載の通りで 

あるが、わが大東京に此の出現を期すべく輿 

論の超るのは果していつのロであろうか。

盲目同志の榮譽

遂先頃までは全く名も知られて居なかった 

盲目で貧乏な白面の一靑年が、一躍其の名を 
天下に擧げると云う聞くだに朗かな話。

彼の名はImre Ungar, Budapeŝtoの同志で 

ある〇 .



269

先頃 Varsovio 市で Cbopin-konkurso が開 

催された際・冋地の同志逹が肝煎で此の盲靑 

年も各國から參加した數十名に伍する4fが!U 

來た。ピアノ彈奏法を敎授して辛じて口を糊 

して居た同君は、山發からして旣に同志ろ溫 

情に依るの外はなかった。 こ
扭此の發演は數週間繼續されて、聰衆は實 

に數多くの名演奏に按したがヽ就中斷然異彩 

を放ったのはわがUngar君であった。

彼の彈奏するピアノの音色の卓絕は云うに 

及ばず、其ア神歆の谏わす慾妙極まリない感 

覺が聽衆を魅了したのであるr其の感覺は完 
全に人々の心を捉えて、彼!mre Unger君は 

天才Chopinistoである事を吿げ渡った〇 

誰しも彼が一等に入賞する事に疑念を有たな 

かったが.抽籤の結果として惜しくも二等を 

抽いたのであった。それは兎も角今や此の旨 

靑年の前途は輝きに充ちて居る。

見よ!雜誌は數段を彼に關する記事で埋 

め、新聞記者は彼を取り圍んで其の一言を得 
るに努め.文募界や社交界も彼に興味を有っ 
に至ったではないか。

社交界は彼の成功を祝して宴會を催し・彼 

の演奏會を吿知する張紙は殆んど每nの樣に 
眼に觸れる〇 Imre Unger君の名は今や敬愛 

の的となって居るの觀がある。
而も我がUnger君は放送局の依賴でー場 

の挨拶を爲すに當ってはエスペラントを使用 

して居る。何と我等同志に快哉を叫ばしめる 

ではないか。我々は此の偉大なる同君の間接 

的宣傅を多としなければならない。彼の名聲 
に伴うてエスペラントも各國人の耳目を篦動 

するに違いない。彼の胸に輝く綠星章は・無音 

の内にエスペラントが彼をして此の爺演に參 

加せしめた事を語って居る。そして雜誌や新 

聞刀記者は是が非でも、具の徴章ら意味を探 
究しなくてはならないと云う有樣。

又ラジオを通じ彼はエスペラントで語る。 

聽く者は自然に此の言葉に關心を有たざるを 
得なくなる。

Ungar君は年齒僅に二十三歳.けれども工 

スペランチストとしては旣に十三年。現今歐 

洲各國を音樂行脚中。

同君が經歷の劈頭をエスペランチストとし 

ての光輝ある文字で飾ったのは誠に慶贺に堪 

えない。將來益々菜譽をまねて我等の運動に 

大いに貢献して欲しいものである。

感際言語大會續報

今春 Amheme の Esperanto-Domo に於け

る第一囘國際言語大會の模樣は大黔先n號で 
述べたが.其の際に於ける二三血耍なる決議 

事項に就いて報道すると -
D參加者一同は滿場一致でESIjE・ 

ban!〇は活きた言語であるから、其の 

基底に關しては一切論議を加えない事を 

申し合せた。

2?言語委員會に對しては活潑に其の機储 

を發揮する樣に要望したr

3)學士院に對しては造語の硏究を紹厅 

し、句讀法、大文字使用法、前匱詞使川 

法等の說明を發表する樣希望した。

エスペラント文通に依る調査

伊太利のエスペラント運動對外委員は、一 

般敎育(科學、歷史・地理、敎育法、手エ馨) 

の資料をエスペラント文通に依り、各國の中 

等以上の諸學校の男女學生から蒐集して居 

る。
調査の結果は機關紙,，L，Esperanto "で發 

表し、此の種の事業に興味を冇する人々には 

送附する筈c男女敎員同志各位が學校間の文 

通に對する經驗談を寄稿される樣希望して居 

る。宛名は
Delegito por Eksterlando de Itala 

Esperanto-^fovado r

Esperanto Centro Itala

Milano (Italujo^). Galeria V. E. 92.

其の後のA. P. Schwartz氏
世界大戰最後の犧牲者として寃罪の爲に. 

十年間の長い月日を鬼界ヶ農K町enoの牢獄 

中で呻吟した後、此の程漸く許されて自由の 

身となったわが同志Schwartz氏の數奇を極 

めた運命は旣報の通りであるが.愈々R<'j「o 

の河畔に愛兒を待ち註びて居る答の母の膝下 

に歸って彳了ったが、これは何と云うJE命の無 

情であろうか。旣に母は此の世Q人でなかっ 

た。たヾ愛兒の顏を見る爭をのみ唯一の老い 

たる身の希望として生き綺けて居た慈母は. 

Schwartz氏が家に歸リj{( く前日に神に侶さ 

れたのであったC

子を思う母、母を慕う子、實に悲劇以上の: 

悲劇である。
同志として一枚の葉書にもせよ同氏に寄せ 

たなら彼はどんなに玄:ぶ事であろうか。---

同氏から返信も來まいけども。宛名は

S-ro Alphons Puo li Schwartz

Blumen str.17, Kelli ain Rhein, Gei ma nuj(S
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口滿政府へ陳情書提出 
Petskriboj al Ministroj kaj al 

Manĉuria Registaro

Oni prezentos petskribojn al Ministroj de 

Enlandaj Aferoj kaj de Edukado pri enkon

duko de nia lingvo en elementa n edukadon, 

ktp., k3Ĵ al Manĉuria Kegistaro pri similaj 

lemoj kun subskriboj de tutja pa naj samideanoj.

近來Ksp.に關し種々な誤解を懐く者のあ 

るに鑑み、高橋邦太郎氏等が主唱して內相宛 

陳情書を捉出し、同時に文相及び滿洲國政府 

へもエス誌採用に關する陳情をなすこととな 

.り质く同志の署名を集めてゐる。

小坂狛二氏大阪に來る
S-ro Ossaka parolas en Osaka

Invitante s-ron Ossaka el Tokio, 5/v! 〇＞al；a 

T}sp.-Societo havis sukcesan kunsidon, kiini 

partoprenis も 70 samideanoj, inter kiuj 

trovigis s-ro Major el Kameoka kaj multaj 

el proksimaj gubernioj.

6月5日（日曜日）OKSは小坂狷二氏を招 

待しエス話講演诈並に座談會を大江ビルで開 

催した。會する者約70名c神戶、御影ゝ京都 

及び血岡からも來會者あり、關西地方として 

は近年に珍しい程あらゆる意味で盛命だった

午筋io時半より正午過ぎまでの座激命で 

は小坂氏（II本諸でĴ）の同氏を中心とした初 

期の日本エス还勸の追憶談に次いで・ 

砲岡より來阪の 
S-ro M jor の歐 

洲に於ける會合 

に關する話があ 

り■午後2時よ 
り5時過ぎまで 

の講演的に於い 
ては Prezidanto 

Oosaki の Saluto 

の後 s-ro Ossaka 

の ” Kelkaj Ob

servoj pri adjek・ 

tivo"の E；

或締切は每n15 FI ★報道は簡單明瞭に願ひ 

たし・紙而の都介および體裁の統一上,文 

體,假幺楚ひの變更,原稿に對する加筆,削 

除および寫眞の取捨悸は任されたし六2；）字 

詩原稿紙に横書きのこと☆封筒には內地報 

逍と明記のこと 戏寫眞返送希衆の向は豫め 

审添えられたし（なるべく寄贈されよ）

rant ologioの講義一席（日本語れ 更に” Deヾ〇 

de nunaj esperantistoj u の題下で ”Ni ankoraŭ 

ne havis finan venkon, ni bezonas mil jarojn. 

ゝa unua tasko ankoraŭ kuŝas en varbado, en 

propagando "と氏一流の熱のあるエス語で 

絕叫され、S-ro Mnjor再び立って„ Faraono 

konstruis sensencan piramidon, sed S-ro Ossaka 

konstruis vivantan piramidon （J.E.I.） u と/卜 

坂氏禮讃より日本風民性の美點のみを舉げて 

滿場を喝采させたc尙以上の他に兒岛氏（大 

阪新星會兵）近藤氏〔京都:）眞保氏（大阪エス 

團腔聯盟提案ノ及進藤氏COES會口）それぞ 

れエス詰で熱辯を振った。當H小堀氏は連日 

來の御病氣にも係らず球定通り來阪された。 

誠に感謝に堪えぬ。（OEE報）。

エスペラント臨海學校

„ Verda Hsjmoa en Somero

Oni havos familian, rondon „Verda Hejmo" 

apud maro cum 2 semajnoj en la ヽ enontn 

somero.

日本で最初の試みとして、今月21口から8 

月3日まで2週間.紀州熊野の海岸に下記の 

通りエス臨海學校が持たれる。

fi課——エス譜、勞働.海水浴、散步、硏究 

發表、共同飜譯、辯論命、茶話會、劇、音樂等。

講伽--- Major,伊薦・林•南.小林.大野

の諸氏。



£7L

費用 申込金1圓.會費2側、宿泊費、

合留なら1日〇錢.旅館なら1閲程度。

也込期日ーー7 H10日

場所——三虫縣北牟宴群長島町生產舉鬧

詳細規則書は生產學KI宛审込次のこと。

マヨーノレ氏中學生に講演
S-ro Major faras Parciadojn antaŭ Liceanoj

奈良S-ro Majorは6月9 □普及角の山川 

氏同伴來寧c天理敎本部見物、奈良エス會宮 

武氏宅に一泊。翌口春日神社ヽ人佛ヽ博物館 

等見物。午後奈良屮學で„ Ilungarijo kaj 

Japanujo uと題して誰話、純说な屮學生に多 

大の感銘を與へた。（奈良エス會報）
白河5月!1日・S-roj Major,小高來町。

白 河中學で，，De Parizo tni Novĵelando al 

Japanujo uの講演あり。講演前小高氏のエス 

語の概睨があった。翌日正午驛ホームで白河 

名物:立食ソバ」に「ウマイ」を連發、新潟へ向 

った。〔廨・田探）

佛國同志橫濱入港
S-ro Amo revizitas Jokohams.

濱の冋志逹の ŝatata arniko S-ro S. Arnoti- 

rouxは5 JJ二5日朝佛舟｝アトスで再訪、荒川 

氏等に迎へられ、午後はオデオン座でAl ni 

liberec. n觀賞。夜は24時まで吉田氏方で話 

過した。!6 Nは19時より有鄰堂の147囘例 

的に出席、今囘の滯在は4 口間。（橫演エス 

協會富森報〕。 ・.

國際想製美術展onu u 

（±）处京美術學校エス部で. 

第二囘國際複製美術展開催。 

歐洲十餘ヶ國の美術愛好家と 

通信蒐集せる複製百數【燃展 

覺c盛令であった。（束京关校 

エス會報）

釧路エス薊結成5月ヨ0日満 

習會終了を機に釧路エス會結 

成。會艮第一尋盛校按兼賞科 

女校長蕊野氏（丹報） 

綠邑結婚S-ro T村芳司は同 

志F-ino木村愛やと結姫され 

5丿J 23日希望社で披碑宴を催 

された。★守隨一氏は6月 

法舉博士松岡男爵の媒妁で 

石澤壽子孃と結婚された 'ゝ 
吠山口1貞元氏も結婚された! 

由であるが詳報に接しない。 

慶賀すべきである。

佛! Esp-isto入港 佛船ダル 

タニャン乘組 Violonisto,橫 

橫エス令會員吉Esp-isto S-ro 

Andrĉ Sabo t 6月初め再度橫 

濱訪問鈴木氏宅に一泊。S日 
歡迎命。4ヶ月後再訪の時に 

は一人前のEsp-istoになって 

東京や神戶を訪問したいと力 

んでゐた。（橫濱エス會報） 

S ・「〇宮川渡佛 橫濱エス會會 

員宮川省三氏は5月フランス 

へ留學の途に上った。今夏パ 

リに開かれる萬國大會に出席 

のはず。〔同上報!

Kamparano入營 名古屋エス 

界第一の人氣者、Knmpanmo 

こと橋本春一君は近衞步兵に 
入營のため5月3（川18.5叮 

名古屋驛發東上.多數同志の 

見送りを受け車窓から半身乘 

出し綠星旗を扌J•振リっつ夕靄 

の中に消えたc （NEE竹屮報）

同志高橋朝洋丸無電局長と 
エス揭示核

ENŜIPIGO KROM OFICBEZONO 

ESTAS MALPERMESITA 

新星舎の遠足〔大阪新星會〕 

5月ツH CII）春季遠足會を 

新綠の箕面へc山の茶屋でさ 
さやかな宴を開きbabiladoに 

kantadoに快を盡した〇 
sokaŭ!報;）〇

北九州大窗決定6月8 口北 

九州Esp-istaro例會開催、加 

入の北九州及び山口縣の8 

grupojの代表者名川、杉原、井 

澤、田中、淺田、岩崎、林.中西 

出席.今秋加入團體外の同志

をも集め北九州人會開催を決 

定JI5®案は次囘例會に持寄る 

事に巾合せ。參加團體は下關 

エス會、梅花女學院エス會、門 

司エス會、小倉エス會・小倉 

師範エス會、ハ幡エス會、佛敎 
救世電エス部、戶畑エス會・ 

Libera Esp-Klubo.（中西報） 

満洲より英語廃止運酎提唱 
長春エス會の熱心な同志淵ĤI 

多穗理氏は4 ）!ド旬「新滿洲 

阈酋都新京より英語廢止運動 
を提唱す」と題する印刷物を 
各方而に剋布された。上記に 
就て照今は長春常盤町二丁目 
18の1Ĵ同氏宛に。

エス宣傅の歌別府・犬分工 
ス會では「國際語エスペラン 
ト宜傅の歌」を作り印刷に附 
して會員その他に頒布した;） 
エスペラント避油最近京部 
市中に綠星印入のVERDA 

STELO 興國醬油といふのが 
現はれた。發賁元は木村兄弟 
商會。兄の方はsamideanoで 
熱,むな Esp.-propagajidisto の 

由，（福田報）
喫弟店Kiam 束京神田口活 
館橫のー喫茶碍は,.Klara»と 
改稱、geinjistroj, kelnerinoj も 
目下Esp,お稻古中6gesami

deanoj が我家顏に出入し、來 
客を挺へては盛んにpropa

ganda をやるので、若い學 
生などは歸リには„ Adiaŭ 

fraŭlinoj, ĝis revido !iC など 
とやって喜んでゐる。
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（右）淺草ロンド第二回霭習倉紀念

★

CT）,釧路エス畲創立紀念

前列右より3人目藤野校長、その隣中村講師

各地講習窖 
Esperantaj Kursoj 

大限COESĴ每火例會の敎科書をZ-a Lego

libro に變更。北區大江ビル二階代號室の大 

阪エス會のEsperanta at Biosferoに浸られよ! 

京都〔同志社中學エス會;）1月大學エス會よ 

り獨立.4月から西村君中心に中堀先生を部 

長とし!6liceanojが每口畫休時間に講習。 

松代（長野）初等=4月12M — 5月14日二〇一 

21.30時。メソヂスト敎伶で、用書基本エス 

敎科書」,講師栗林。受那者江名c 月6||

—〇每口!〇-12時。木町山崎氏宅で。用書. 
講師同上「受誰者6。（栗林報.）

東京〔淺草ロンド〕每月第1,2,3 HI®19.30 

時より相互硏究會c會員約30名。5月3日ー 

6月ヨ日每火木土第2囘初等誘習,ゝ受講30名 

横讚 «FI®? 13-15時。用書「ザ讚本」。會 

話を主とす。曙町鈴木宅で。受講者7名。指 

淳者鈴木。（横濱エス會鈴木報）

釧路&月20-30〇 （連日:）第一尋高c講師 

エス普及會中村久雄氏。受講者も名。

名古屋〔名古屋エス會〕東新町陸ビル3階聯 

盟事務所で.5月19Ŭより每水応時より硏究 

倉・〇用書Bonhumoraj Rakontoj,由比氏指導 

★中等=6月S日——〇每水19—21時。用書 

Tri Angloj Alilande. HI中氏指導 〇 ★初等= 
金城エス聯盟主催、南區熱田東町本H1氏方で 
6月初旬一〇 CNES竹中委員報）

京都6 ）］!日常設講習所開設。所長伊藤榮 

藏氏。 S-ro J. Major も rekta metodo によリ 

指導の任にあたるはず。（エス普及會很れ

東京〔學會;）初等=7 JJ U H ーー〇 ★屮等 
7月12日一〇 （詳細廣吿頁參照）。

Diskutado per Esp.〔束大法、文ヽ經工 

ス會〕主として浦和、成蹊出身の在 

學生十數名ヽ每週一囘芝生で、每囘 

temoを提HI Esp.で討諭、仲々活氣がある。 

2-a Naskotago〔京城醫專エス會〕G月22 

日第二囘のnaskotagoを迎へ、搖籃期を去 

り活勤期に進みつつあるc柴山敎授指導の 

下に每週轄讀伶開傑、學尘が交互に指遵者 

となり初等:講習を開いてゐる。校內に確實 

な基礎を作り必然出來るべき朝醉學生エス 

聯盟ら狼煙を上るのが本會の使命であらう 

Somera Domo apud Maro〔早大エス會〕5 

月2日開講の初等科修了、引き續き中等科 

開講。聽講者帖名。用書”Kion Rakontas 

la amikoj de Peĉjo.u ★ 6 月12 日 pikniko 

を奥多摩方面に擧行〇 S-ro Maierの參加を 

得.愉快に一"を過ごした。★夏中休暇を 

（學生聯盟ゝ
1だより丿

利用して.千葉縣保山海岸に合宿 

することになった。同地方の同志 

諸君の御後援をお願ひします。

第二早高エス會設立 兼ねて缪校當用に設 

立願を出してゐたが.漸く許可され、ここ 

に第二早高エス會は大學部から獨立した

Kurso C臨人エス會〕學內第2囘初等講習 

會.5月9-20日C土・ロ休）じ廿芋より。講師 

JBLE柴山慶氏°用書「短期講習書」田代氏 

「補助讀本」。會話本位に指游 受講者'・5名 

終講茶話會には大部分がエス話で挨拶出來 

たほど成功的だった。今後は每H正午の休 

み時間に一定の敎場に集合、佥話、kantado 

の練習を盛んにするはず。輪讚會は從前通 

り15時より。用書は「カルロ」に移る答。 

（佐々木報）
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新聞雜誌ビエス語
离T聶］山陰新聞5.3〇.エス語の講習會。
L型…巴」5.30-6.1.何故吾々は國際認・ス 

ペラントを提唱するかC井上照月）★函縮日日
69.エス話開满★大和日報631.日本とハ 
ンガリー（ヨゼフ•マヨ-★大阪朝日C奈 

良版）6.11•親日家ヨゼフ•マヨル氏★大阪 
毎ら（奈良版）6・11・ヨセフ・マヨー儿氏〇 

!人類學雜誌vot17, n-ro 4. Aldono 

\ al Ja studoj pri la haŭtlistela sis

temo de manplato de la japano.. ( n 本人手掌 
紋理硏究補遺一手聖紋理と左利との關係)
C大忽那將愛;）12頁にわたるエス語論文■斯る

學術雜誌にエス語が現れることは悅ばしい。

湖畔の曼6人の知らぬ食物（吉用悅藏）文 
中基敎に國際語問題を結びつけてゐる。

M 6. Cn-ro146）樂土滿蒙の建設と國際用

Al la Membroj de
elkore salutas ĉe la okazo de V vizito de 

Hada She刀〇 al Seattle bur sia vojo hejmen 

al Japanujo, gesamideanoj de nordokcidenta 

parto de Usono kaj Kanado kaj deziregas 

korespondadi kun ili.

SEATTLE, Wasb. 洋凹一四皿 Jadan,
------------- - (Prezice de Seattle Esp<

Societo) 1318 毎 2^nd Ave. 「Si

S-ro George Adams, Apt. C. 214. Universitv 

S-ro Vincento Bronze, 565, Lee Street,

S-ro Matt Bronze, ” „ ”

S-ro Alois Bronze, ” 艸 ”
&ro 〇. 〇. Huntlcy, 4410 Dayton Ave.

S-ino Mary Ilouseman,111 Garfield St 

Dro Gustave Lewise 6719 California Ave. 

F-ino C.E Leenhoutst 421lOth Ave. North, 

S-ro Phil Erust, 216 Seneca St.

S-ro Carl A. Johanson, 5206 Russel St. 

S-ro George Lari, 2537» 12th Ave.

Dro. John Hager,1026, First Ave West. 

S-ro F. 〇. Johnson,1916, North 46th St. 

S-ro Jack Coskey, 330, West 45th S t.

S-ro B. Lerman, 921, Twelfth, Ave. 

S-ino Carmel Wiison, 1732, Fifteenth Ave. 

S-ro E.R. Hollister, 330〇, 35th Ave. South, 

F-ino Doris Foyc,4721,FifthAve. Northeast. 

Dro. T.J. Applenton,1010, Shafer Buildiog, 

S-ro l-an ヽV・ Gibson, 208 Madison St 

S-ino Ida Kane, 5064 Republican St.

Washington
Ge-sro A-B. Lenz, R. F. D. #2 
Bothell.

S-ro Lares P. Woodt 34G Cedar St. Renton.

S-ino Ideali J. C^skeyt R.F.D. #1 RentonF

語C淵田多穗理）新國家滿洲國の公用語及び 
外交用語としてエス語を採用せよと論ず。

工明會踐（束北帝大工學部）n-ro13.國際語 
の分析（堀田幹雄）國際語の分類.耍素を說 
きエスペラントを理想的國際語と斷ず。★エ 
スペランチストの旅日記から——大連とハル 

ビン（桑原利秀）。★東北帝大エス會報吿。 

英語土木雜誌 近く创刊される英和對譯の同 
誌にはエスペラントの頁も設けられる由。

三省堂編輯所篇「分り易く
覺え易い日本文法の硏究」の7頁に「人造語た
るエスペラント及びイードの如きは無論國誘 

ではない」といふ記がと、同頁下欄に言語を 
自然語と人造語とに分けて.人造話の中に「ゲ 
オラビューク・エスペヲント、イード等」と 

記し、なほ「人造語は將來無限に考案せられ 
るであらう」と書いてある。（一讚者報）。

S-ro ゝV. B. Anderson, Hil]yard.

S-ro R.ヽV・ Mason (Del. UEA), North 4013 
IIoward St. Spokane.

S-ro Jvar R. Ek^trand^ Ostrander.

California S-ro R T. Arnold, Riveraide.

_________ S-ro D. L- Beard, Behlow Build- 

iijg, Napa. 「Los Angela
.S-ro Harry B. Blee, 636 Federal Buildingr

Orecon ^*ro Franklin Edwards, P. 〇. Box
_______ #139, La Grande, P Davis St.)

S-ro J・C・ Cooper, McMinnviHe, (240 South

PORTLAND, Oregon
S-ino J, A. Kincade, 

1674 Minnesota Ave.h

S-ro H. Denlinger, R.F.D #5, Boi #615..

S-ino Louise Casvell,791 Overton S仁

S-ro B.F. Fairhurst, 1116 the Alemada.

Ohio
S-ro F. Stanclifl} 

Cuyah ^ga Falis.

1224 Sacket St、

VANCOUVER, B.C. &山° ド・ Saville, 777 Bur- 
__________________  rard St. 「血rd St.

F-ino Doria Saville (Del UEA), 777 Eur-

S-ro Gust Carlson,110〇, Burrard St.

ESQU1MALT, B. C. S-ro Robert liedhead (DeL 

UEA.), Cunteen Road.

&ino D. J. Parlane (Del UEA.), 43< 
Admirals Koad・

Briiish Columbia Cooinbc9> Bickle3^

- ----------- S-ro John Edward Gale, 

1160 Burdette Ave.F V ictoriaa

S-ro A. Mdlorjj 1309-llth Ave., New 

Westminister.

Al rpdTT S-ro H. G. Ileam,10721-98th St 
A I-monton. 「Gk曲e Prairie.

S-ro V. V. Obrast-ofl} P. 〇. Box 井1693,
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地方會機關誌
El Sudo 2; Jun.（高知エス政;）內容相當充 
實してわる 〇 Ĉe P Rivero Ĉikuma, Pri la 

antikva-literoj de Egipto 等大いによし〇

La Informilo aotaŭ-Kongresa 1;Maj.（エス 

普及會北海道本部）よき企てである。

Orga□〇 de Nova Stelo 2う;•丁un. C大阪新星會）

La Aŭroro o/II; Maj.（福岡エス俱樂部）。

Verda 3; Maj. C明治藥專エス會）Terminaro 

pnr farmacio,要語集.會の性質上有意義〇

Bulteno 3; Maj. C名古屋エス會）〇 

仲のよい友C六月創刊）C大阪此花瓯上福烏 
北1の67仲のよい友會）定價送料共4錢。 

菊倍判活版刷2頁。创刊と共に編輯力法を確 

立した態度はよし。但しエス希に全然關係な 

き詩歌等募集は貴でな誌面を益々狹めるのみ 

La （irandurso 1/1; Maj.（苦小牧エス會）〇 

FER16; Jun.（束京鐵道エス會）エス文を主 

とす。タイブライター苟翡版刷で讀みよい。 

聯盟通信8・〇】本鐵道エス聯盟）。 
Semanto 1/1; Jun.（宮崎エス會）KORESPONDA FAKO 學會會員年一囘無料・二囘目よりー囘10錢・會H外一 

囘 30 錢.揭載誌贈呈。L=letero, P = Poŝtkarto, IP= 

ilustrita ix)ŝikartof PM=poŝtmarko, F=fbtografyo, E=esperantaĵo, G=gazeto> dez. dezi

ras, kore.=korespondi, is. = in terŝanĝi, koi. = kolekti, kĉl. = kun ĉiu hindaj (gesam id ean oj ).

Prancujo: S-ro ゝhreei Clm】&x, 56, Rue de 

Babylone, 56 PA KIS (7e) dez. kore pri eko- 

noinivivo, focivivo, i&, F, PM. ktp.

Banujo: S-ro Vagu Aag6 Tredslund, Sarslcv, 
Starrlklint, thailand.

Rumanuĵo: S-ro L Bordio, (delegito de U. 

E. A.) Ial Haria 19, SALONTA, dez・ kore. 

kun serioza japana s*ano aŭ s-anino.

EstoDUĴo: F-ino Leili Tomberg (juna instru
istino) Mustree.

Svedujo: F-ino Astrid Nilsson, Ilospitalsgatan 
3b, LUND.

ltalujo: F-ino Lina Ga^parri; Corso Vittorio 
Finanuele 73, TORINO-

Hungarujo: F-ino Ilerinino Deim, BADAC- 

SONYTOMAJ.

Ĉcfioslovakujo: S-ro Josef Mazur, Ivanovice- 

na-IIan^ N-o 518, Morivia. dez. is. sk raboj n. 

MADEIRA C葡 領マディラ島):Mateus de 

Oouveia (17 jara liceano), R. 5 de Outubro, 
19t Funclial.

Hispanujo

S-ro FGIix Martin Triep, Democr:iciat 88, 

ZARAGOZA, kaj liaj junaj amikoj dea* kore. 
kaj i&
PI,^, PM, G.

S ro Alfonso Perez, y Gil Estebanes n. 9-2打 

乙、RaGOZA，en la nomo de Grupo Zaragoza 

Esp-ista, petas klopodon de japantij samide
anoj, por arangi ekspozicion pri tiu lando<

S・・ ■ ■■― ■■■・鼻 —
__ Nederlando 一

&ro F. J. Frŭger, a. 243 WILDERVANK. 

S-ro J. G・ Waale, Lusterstraat 9. NORKUM, 
Gorinhem.

F-ino Betsy Kingmans, Niewstad 32, GOR* 
INHEM・・

F-ino G. Kuardi, Ijeeuwarderdwarsstraat 6, 

Sneek (Friesland).

Ŝ-ino J. M. Menninga "VVolthers, 3 Willem 

III laan, Wa<?senaar (apud HAAG)・
J'、 ・ ■ ・・・■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■

L a t v u j o

S-ro G. Veiland, Dika iela 10, oz 10 
JELGAVA.

S-ro M. Lindcman,

Samideanino, Fiza Migla, L. Fabrikas iela 

N・1,SLOKA. ,.

Ĥ i n u j 〇

F-ino B. Ha Lin, F-ino Kanjo Fu (junnj 

studentinoj), c/o M. K. Wong, G. P. 〇- Box 

88, Canton, dez. kore. kun japan:y gesami
deanoj.

J a p a n u j o

S-ro Ogiwara - Kdtoku, Kanebd IIigasi-sya- 

taku, Nagahama-mati, Siga-ken. Dez. kore. kci. 

S*ro Ilisao Jokaŭa, 56 iTnagi-maĉij TOJAMA. 

F. von Kunoŭski敎授の國際速記法によるĥ 

本語湮記術で文通希望。
S-ro Ŝ Ilaŝimoto, Konoe-hohei 4-11, TOKIO 

dez. iuters. IP.

S-ro A. Kanada (36 jara kalkulisto), I). 〇. 
Box 1,NAOGATA, Fukuoka-ken, dez. kora 

IP. L. pri. diversaj temoj kci.1】s・ monerojn. 

S-ro Taro Niŝimi (21 jara historistudento), 

aŭ Kanagasaki, UOZUMI, Iliogo-ken. deze 

is. L. kaj G., kore. kĉl. pri kultura ideo» 

historio, geografio, literaturo ktp.

S-ro Ilaj asi Cukasa, Kinsen, Kei hoku, 

Koreujo. dez. kore.1ぬ E. IP. modernaj kĉL
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エスベ ラ ン 初等讀物
小野田幸雄

Lia profesio

Amiko. — "Nu. kion faras via filo en
Parizo ?"-

Farmisto. — " Li skribas."

Amiko. 一 （ironie） ° Por sia plezuro aŭ
por mono ? M

Farmisto.—"しiam por mono, kiam 
li skribas al mi."

Pri literaturo
Heleno. — Kial la noveloj ĉiam havas 

feliĉan finiĝon ?

Lucio. — Nu, tiu, kiun mi legis hieraŭ 
vespere, ne havis bonan finiĝon- 

Heleno. 一一Cu vere ?
Lucio. — Ne, mia patrino ĵetis ĝin
•...la fajron・

Lia deziro
La doktoro staris apud la lito, kaj 

rigardis serioze la malsanulon.
—"Via koro batas malforte kaj 

mi ne povas kaŝi al vi, ke estas tre 
malsana, li diris・ Ĉu estas iu, kiun 

vi deziras vidi?"

—ゝ Jes," respondis mallaŭte la 
malsanu! 〇・

—“ Kiu li estas ?"
—"Alia doktoro."

「解說〕總ゆる文、わけてもanekdoto 

（一口噺人Jfabelo （御伽噺）、fablo （寓 

話）＞ legendo （傳說）、rakonto （物語）、 

novelo （小說）、dramo （戯曲）等に於 

ては、諛む者心を虛しうして其の文に對 

し、文と心と一つ圮・堆に鎔け入った時、 

おんもり浮び上る其の趣味情調を遺憾無

く味って後にこそ、始めて眞の可笑味. 

面白味、美しさを悟了し得るのである。 

文の正當な解釋も、合理的尊文虫關係の 

認識もゝエス語の全機構に潜む科學的な 

調和に對する驚嘆も、總てが此處に其の 

源を發すべきである。卽ち、正しく知り 

正しく解せんが爲に正しく味ふと云ふ事 

は、文讀解上何事にもいや增して、垂且 

大なる事であらねばならぬ〇其の爲には 

文!4の一節一句は云はずもがなヽー語t 

記號の末々に迄ヽ極めて敏感な觸手を働 

かさんと、常に讀者諸氏は心掛けて居ら 

ねばならぬ。

さて此處にはanekdotoが三つある 

が先づ始めのからかたづけてゆく6標題 

のprofesioは解らねば其のまゝ保留し 

て次を見る。いきなりNuと云ふ字が 

ヌーッと出る〇直ぐkomaのある事か 

らしても解る樣に間投詞で「さあヽさて」 

である。kion farasは「一體全體何をし 

てゐるのか」と云ふ調子〇 farmistoは 

farmulo又はfarmantoとも云ひ、 

farmiが「小作する」であるから「小作

人」〇次に行って扌舌弧（parentezoj）の中 

に書いてある字が未知でも後の文句.b 

けてもpor monoから察せられるであ・ 

らう〇 ĉiam, kiamの關係を想起し 

skribas al mi の skribi が何を skribi 

するのか解すれぱ此のanekdotoの味は 

十分に吞み込める〇 skribiは屢々本文の 

場介と同義に用ひられる。pmfesio=職 

業、業務。（鑒考）〇広〇=官職。metio： 

=手職。okupo=仕事。（何でもよい.何 

かして居りさへすれぱそれがokupo）〇.



276 9

次の文に移る。literaturoは「文學」で 

あるがこれの記憶法は（總てかゝる、記 

憶法の如きものは、他の語の知識ある人 

に對してヾはない。將來エス語が我國敎 

育界に導入さるべきを豫想し、此の簡易 

なる語に於て猶且多くの人々の苦惱の種 

となるヽ「如何にして勞少く此等の基本 

單語を記憶すべき加」の問題に對し、今 

日よりおもむろに其の硏究に着手し、來 

るべき時代に於て完成した形に於て之を 

活用すべく心8卜けるも亦エス語敎育家の 

任務ではあるまいか）。!itera turo （文 
字の塔）卽ち文學と云ふものは文学で出 

來上った立派な塔であるヽと考へる。 

noveloも同樣に、 ・

novelo （小說）=nov （新しい）+ el十〇 

と考へればヽ「小說は創作であるゝ卽ち新 

しい事件を材料として其れから（el）作っ 

たものである」。斯樣にすればnovero 
と誤る樣な事も無い。finigoはfin + iĝ 
+ 〇で此處では「終了」であるが「語尾」

の意にも屢々使はれる。

tiu, （kiun mi legis hieraŭ vespere）, 
ne havis bonan finiĝo n.

Ĉu vere ?は Ĉu estas vere ?の略〇

主語が無いので副詞を用ひてある處に留 

意されよ〇次のĈu vere ?の詞に對す

る答がNeになってめるのを諸君は一寸 

奇異に感ずるかも知れぬがヽ此れは前の 

tiu ne havis bonan finiĝon を受けて

わるが爲。（五月號P-177參照）ĝinの 

次のpunktolinioは一寸躊躇する貌〇la 
fajron は en la fajron の略。

vespero （夕）=vesp （やま蜂）+ er + o 
とすれぱ逆にvespoを憶える事が出來 

る〇

最後の一題〇 doktoroは「博士」では 

あるが、斯樣な場合は必ずしも「博士號」 

所有者とは限らぬ。serioze=謹嚴に

malsanulo （病人）=mai + san （^BJ^ 
な）+ul + o

需者の言葉を見る〇 batas malforteか
らしてkoroは此處では「心」でなくし 

て「心臟］であると解る。す・ーッと見て 

ゆくとal vi, keとあるのでke以下

の事をne povas kaŝiするのであると

考へゝ次を見るとli dirisとある。此の

形式は佛蘭西語ヽ伊に利語等の本に多い。

卽ち此のliはla doktoroであり、li 
dirisはdoktoroの言葉ではなく地言葉 

である。estasには「である」「がある」 

の二つの意がある〇本文のĈu estas iu
は後者の場合。

以上三つの會話髓の例に依り相異る色 

色の書き表はし方を知る事が出來る。

〔譯:! 彼の職業

友達——なあヽおめえ樣ンちのせがれパ

リーで何しとるだ。

小作人——書いとるだ。

友達一（友肉に）なぐさみにけえ、金取 

りにけえ。

小作人ーーあいつヽわれんとけえ書いて 

よこす時は何時も金だ。

文學に就いて

ヘレナ——小說て云ふものなぜ何時もめ 

で仁しめでたしなんでせうね。

ルチア——あら、私がゆふべ讀んだの、

めで仁しちゃーなかツ九わ。

ヘレナー本當?' ’

ルチアーえゝヽお母樣が投げちゃツた 

の.•••火の中へよ〇

彼の願ひ .

博士は寢察のそばに立ってしかつめら 

しくじッと病人を見つめてゐた。

——心臟は打ち力が弱いゝで貴君は非 

常に惡いと申し上げなければなりません 

で何人か貴君のお會・ひしたい方がおあリ 

ですか。と云った。 •ゝ. •

• ーーはい。病人は低く答へた

—それはどなたです。・ •

——他の先生。 ゝ
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外國語を會得するは至難の業
副詞の練習（n）

—初等エス作文の練習-

小此木貞次郞

前號に引續き副詞の用送を練習する。

，! 8）朝は氣持がよい。

「朝は」を副詞句にすると,en la 

mateno （mateneでもよい）で、『氣持が 

よい」をni, oniの如き一般的代名詞で 

書けば文句な く Oni sentas agrablecon 

•en la mateno.或は Matene ni sentas

.agrable.のやうに云へる〇この様にoni, 

ni等の主語とsentiといふ動詞を使へ 

ば簡單だが、わざわざniやoniを持ち 

;出さず、もっとアッサリ片付けたいと思 

ふならヽ無主語の文章を書けばよい。:す 

ると前揭の（7）のやうになる。 .

En la mateno （matene） estas 

.agrable.
同樣の例文で場所の副詞で「此, ;では

ィ中々面白いです」。といった場台

Tie ĉi estas sufiĉe interese.と なる〇

9）外國語を询・得するは困難である。

外國語 fremda lingvo (fremd

lingvo), 會得するellerni,困難なmal-
facila.さてかうした文章で「ーーするこ 

とは」を主語とする場合はinfinitivoを

用ゐる。英語などではこの場合ゝTo

（master a foreign language is hard.と 

も書くが、習通itなる無意味の主語を 

持って來てヽIt is hard to master a 
tforeign language.と書く。此の無意味 

の主語itを英語のinfinitive （不定法） 

では頻繁に使ふ。ところがエスペラン・卜 

ではinfinitivoを直接主語に使ふのが最 

も普通である。（之はH本語と同じ用法 

で、我々日本人には最も使ひ易い）〇そ 

してinfinitivoを直接に主語とするとこ 

ろから、それを修飾する語は前號に度々 

述べたやうに副詞形をとらねばな豪ぬ。

Ellerni fremdan lingvon estas mal

facile.

同樣の例を擧げよう。:： •.

a） 日本人が歐洲語を會得するは困難

である。 .

b） 己れを知るは難し。.

c） 新鮮な空氣の中を行くは氣持がよ

い。 •ゝ;.’

a） Ellerni europan lingvon estas 

malfacile por japanoj・
b） Koni sin mem estas malfacile.

c） Marŝi en freŝa aero estas 

agrable ・

io）彼女がやって來るといふこと 

は確かだ。 ”

確かなcerta,や＞って來るveni, viziti. 
之は9）を更に一步進め仁場合でゝ主語 

句がinfinitivoでは間に合はないでヽー 

つの主語をもった完全な文章をなす時で 

ある〇卽ちke, ĉu, kiam, kie!等（及び 

之等を用ゐた句例へぱen kia maniero 

=kiamaniere等）等によって先行され 

汇文章を主語とする場介でゝこの時の修 

飾語は副詞をとらねばならない。

Estas certe, ke ŝi veno s.
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「彼女が來る」といふことは未來に屬し 

てゐることである故、Esp.ではvenos 
と書き時間の觀念を正確に表はす。同樣 

な例文を提出すれぱ

a） 君はお父さんを愛するか。何で 

す!そんなことは勿論です。

Ĉu vi amas vian patron ? Kia 

demando! Estas kompreneble, ke mi 

lin amas・

b） 君がその仕事を成し遂げるかどう 

かは吾々にとって・重大なことでない。

Ne estas grave por ni, ĉu vi ple

numos tiun laboron aŭ ne.

c） ソクラテスは紀元前何年に生れた 

か明瞭でない。

Estas malklare, en kiu jaro antaŭ 

Kristo Socrates naskigis.

吾々がn常會話や演說等で（9）, （10） 

の場介例へぱagrableといふ所をabra- 

blaと間違ってすましてゐることがよく 

ある。卽ち前の方で〜iを主語として 

ゐながら,少し後の方になると夫を忘れ, 

〜aと口に出して了ふ。之などは全く注 

意深い練習により矯正さる可きである。

11） 幸にも彼は死ななかった。 ;

幸にもfeli",こゝに注意せねばなら 

ぬことは同一の副詞で（a）文全體を修飾 

する場合とヽ（b）單語のみを修脚する場 

介と呼»法がある。この例文は（a）で

Feliĉe li ne - mortis・

（b）の場合だと しi ne mortis feliĉe. 
（彼は幸福な死に方をしなかった。）

12） 第一に私は自分の義務を果さ 

ねばならぬ。

第一にunue,數詞にeを付し順序を 

表はす副詞とする。同様第二ゝ第三due, 

trie.義務を果す plenumi sian devon. 

Unue mi devas plenumi mian devo n. 
之で大體通常な形も終ったが尙特殊な 

形、前置詞 + e （apude 零）,koncerne 
tiele等が殘されてみる。乂一段特別な 

用法multe da, kelke daの副詞修、分 

詞に於ける副詞形（estante, surprizite 
等）もある。前者は本躅で練習してもよ 

いがヽ一先づ副詞の練習を打切り別の機 

會に取!）上げよう0後者はやゝ程度は高 

くなるし夫々それのみで一囘以上を費す 

問題である故之も他の機會に讓る〇

練習問題 ゝ

1） 私は朝夕散步しよす。 •

2） 小川が家の近くを流れてわます。

3） 彼は快くその飜譯を引受けた。

4） こゝではもう可成凉しいです。

5） 近頃は職を見つけることは非常に難 

しい〇

G）さうすると彼が束京へ行ったといふ 

ことは怪:しい〇

7）彼は親切にも道を案內してくれた。

〔語愛）快く volente,飜譯 traduko,. 
引受けるakcepti,可成sufiĉe,職pro
fesio, 見つける（此の場合）akiri, trovi, 
怪しいdubinda,親切にもbonkore, 
を案內するgvidi la vojon.

C譯文一例〕

1） Mi promenas matene kaj vespere.
2） Rivereto fluas proksime de mia 

dom 〇.

3） Li volonte akceptis fari Ia tra
duko n.

4） Ĉi tie jam estas sufiĉe mal
varmete.

5） Lastatempe akiri profesion estas 
tre malfacile・

6） Do estas dubinde, ke li iris 
Tokion.

7） Li bonkore gvidis por mi- la 
vojon.
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Ĥ の 發
小坂狷二

介はイギリス語又はフランス語だけ 

しか學んだことのない日本人には耳なれ 

ぬ奇異な谡音と感ぜられるであらうが, 

ドイツ，ロシヤ,オランダ等歐沸I大陸の 

多くの阈語には盛に用ひられる音で,な 

ほ英國（Eritujo）でもイングランド 

（Anglujo）語にはないが同じ土地つ丫き 

のスコットランド語には存在してゐる。

日本人にとっては奇異な音と思はれる 

音ではある力＞,m:な音ではない。少し 

練習すればぢき出來る音である。と云ふ 

よりぽ實は【I本語にも似寄りの音が存在 

してゐるのである。元來Haの音は前 

號「發音の指南」（7）に述べた如く呼氣 

が喉のどの部分にもさはらず出る開放的 

な音である。然らば日本の「はは」（母） 

の發音はhahaか〇否,初の『は』はha 
と谡音されるが,次の『は』は初の『は」 

と同一に發音されない,幾分かすれた響 

をたてる。卽ちhahaではなくて幾分 

hahaに近い音である。但しこの第二の 

『は』はEsp.のha程ひどくかすれず, 

極めて僅かかすれるのではあるが第一の 

『は』,卽ちhaとは兎に角異った音であ 

认.（自ら『はゝ』をくりかへし發音して 

見よ）。haは此の『はは』の笫二の『は』 

をもっとかすらせた音である。

同様に『本』はhonであるが,『御本』 

は多くの日本人はgoAonの様に發音す 

る。尤もEsp.のhoは『ごほん』のほ 

よりももっとかすれる程度は多い。

日本の下司な笑ひ方に『イヒ\、』と 

云ふのがあるがこの『ひ』に至ってはhi 

でな\て正にhiである。，

此の如く【1本語にも微弱ではあるがA 

の音が用ひられてゐる。それどころ加日 

本人は多くの場合『は』行音を兎角幾分 

かすらせてAに近い音に發音する癖が 

ある。卽ち前號Hの發音の說叨で注意 

した様に日本人はむしろHの發音に當 

ってかすれを出さぬよう,母音に近い期 

らかなHの音を出す樣先づ練習する芋 

が必耍である:haki, hela, himno, 
horo, hura*
次にkaを發音して見よ。此の時舌の 

奧が喉の壁にふれ,それを呼氣が突破す 

るのが感じられるであらう。卽ち’kは 

喉壁にふれた舌の根を突破する破裂音で 

ある。次に口をaの口形にし.喉其他を 

開放してそのまゝ呼氣を出して音聲を發 

する（卽ち聲帶を振動させる）,それがha 
の音である。比較練習:ka, a, ha.

次に矢張aの口形をしたま\舌の根 

を幾分喉壁に近づけ其の間をすり拔ける 

やうに强く呼氣を出してhaを發音せ 

よ。甚だかすれた『は』の音が出る。そ 

れがRaの音である。卽ちhaは破裂 

音kaに對する摩擦音である。練習:a, 
ha; ka, ha, ha.

Ĥe, hi, ho, ĥuも同じ耍領であれIもよ 

い。練習:e, he, he, ke; i, hi, hi, 
ki; 〇, ho, ho, ko ; u, hu （u の 口形の 

まゝ，唇を動かさぬやう注意），hu, ku ; 
ĥemio, hino, horo, hoi•〇ラkoro, 
hano, haoso, himero, ĥolero, cho.

匚注意1]ahのhは響がな.く聞こえぬ 

（前號『發音の指南』參照）がĥは響（摩 

擦音）へがある故abの鸟は耳に聞こえ 

る:d （aを發音しそのま•\でかすれ仁 

呼氣をつヾかす:あ;、），eĥ （えiĥ 

（い殳）,oĥおuĥ （う今）。
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諺 の

Ne longe . sinjora dauras 
favor 〇.

男心と秋の空

殿御の寵（sinjora fovoro）は長くつヾ 

かぬ;sinjoraはfavoroと韻を合はす 

ためdauras 0前へ出し仁もの〇類例:

Sinjoro karesas, sed baldaŭ ĉesas. 
殿御は愛撫する，然しちきにやめる。

Akiro kaj perdo rajdas duope・ 
もうけと損失は合ひ乘りをしてゐる 

一方にもうけあれば一方では損失あ 

り、金は天下の廻・り持ち。類例:

Enspezo postulas elspezon.
收入は支出を要求す。

Hodiaŭ supre, morgaŭ malsupre. 
今日は上の方に居るが明日は下にな 

3,榮枯盛衰。.

Kiel akirite, tiel perdite.
獲れぱ失ふ（獲られたやうな風にして 

矢張!）失はれてしまふ）。

Inter la blinduloj reĝas la 
strabuloj.
鳥なき里の塢蝠

盲人の間ではやぶにらみが王様だ。

Se homoj mankas, infano ankaŭ 

estas homo.人間（大人）が居なければ 

赤ン坊でも人間（の中）。

Laudu belecon de V maro, sed 
ĉe rando de arbar〇・

君子は危きに近よらず

海の美を褒めるのもよしゝ然し森のふ 

ちで（褒めよ，乘!）出しては危險）。

Laudu la maron, sed restu sur la 
tero.海を褒めるもよい、然し陸の上に

硏
小放?n二

と£まって居れ。

:此の二例の如く 一u・・・，sed・・・『—— 

せよ然し……』は『——するもよいが然 

し……』の意に用ひられる。—u ..,, kaj 
・・・『一するがよいそうすれば・•••上

Danĝera estas bovo antaue^ 
ĉevalo malantaue, kaj mal
saĝulo de ĉiuj flankoj.
牛は前が危險（角で突かれるから）.

馬は後ろが危險（蹴られるから）,馬

鹿はどちらの方面からも危險

Kun kiu vi kuniĝas^ tia vi 
fariĝas ・
朱に交はれば赤くなる

汝の友とする者（その着と一緒になっ 

てわる者）のやうな風に汝はなる。類例:

Kun kiu vi festas, tia vi estas・ 
共に祝ひ合ふ（共に飮み合ふ）者のやう 

な風になる。

Vazo rompita, longe sin tenas・ 
:柳に風折れなし

こはれた（こはされた）花瓶は長く保 

（も）つ。類例:

Helpas krako kontraŭ atako・ 
さわぎをあげれば攻擊を免ぬかる。 

krakoガタガタ音を立てる（こhでは 

攻擊されてさわぎ立てる,悲嗚をあげる 

こと）〇 helpi kontraŭ・・・••••を防ぐ助 

けとなる。

前號正誤

六月號「諺の硏究」中左欄口行 

apostolofo は apostrofo の誤〇



固

f/1 *Tt I 二"^* ヽヽ、、乞・ヽ・■■・ヽヽ・ゝ、、・ゝ、ゝ、・・ j■・、・ヽ・ ww、2

［^ 咋年末の金輸出禁止に伴ひ、風價暴落のためヽ木會は取次洋書の定價

纟］を約五割方引上げましたが、一•峙對米35弗見當に落着いた爲替阳場も、 

1纟 インフレーション政策要望の大勢が臨時議會に强く反映して以來ヽ漸次 

修?下向きとなり、30弗近くまで丁り、三十弗臺を割る形勢すら見えるにい 

珑たりました。

綴 この間ゝー般佯書収次業者は!»價上げをして來ましたが、本會では 

・级 1月20日の改正D來一囘も變更致しませんでしたが、これ以匕相場下落 

（纟 のばあひは、現在の定價の維持は困難でごさ・います。

修? 普及運勤の上からも、洋書の價匕は極力避けたいのですが、今日の情 

纟;勢ではヽやがて對米二十弗臺を現出することは脫れまいと思はれますか 

\\\ら、非常に近い將來において、本會取次の洋書も幾分價上のやむなきに 

级いたるかと存じます。

彳纟 價上をするにしてもゝ急激な變動のない限り、なるべ《遲くしたいの 

级 ですが、たぶんハ月初旬には斷行することになりはしないかと存じます。 

［纟 以上お含み打き籟ひ拦く豫告する次第です。

議 日本エスベラント學會洋爾取次部

土: ： •

壬
§ 
舉
ts

A. 初

期 間

時 日

講 師

敎 材

中

期 間

時 日

講 師

敎 材

會 費

會 場

エスペラント講
等科

7月11ロ（第2月曜）より9月8日まで 

每週月・木兩日午後7時より2時間纯 

日本エスペラント學會理專大井學氏 

エスペラント講習用書（定價1部30錢:）

=
等科

7月12 n （第2火曜）より9月9日まで 

毎週火•金兩日午後7時よb 2時間宛 

日本エスペラント學會評議員宗近眞澄氏 

ザメンホフ讀本第一卷c定價1部20錢） 

兩科共全期各2圓

財團法人H本エスペラント學會階上

C市電本鄕元町下車制茶の水文化アパート橫入る）

s
c

11111111 川Hiiiiiiimiiiitni 川 iiiimiuuHuuuun  创



IH 着洋書
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海や山への旅には下記新着洋書勿ぜひ!!

D-ro. L・ L・ ZamenhofFABELOJ de ANDERSEN (III)養取圖》舊

待ちに待化れ化ザ博士遺稿「アンデ"セン董話」笫三卷が出た。 

エスペランチストは誰しも一部はせひ持たなければならない。

STEN BERGMAN
TRA SOVAGA KAMĈATKO 上製4圓30錢•並製3圆20錢 

送料上1〇錢・並8錢

鐵道を持仁ぬ野生の大半島、吹雪に包まれたカムチャツカの冬、そこに描A 

出される日•鮮・支・露、その他アイヌ・ヤクーツ・コルヤック等々極東諸 

民族の民族的個性。興味深きこと小說以上。
———————— I ■ ■ ■■・二・ ■■ — ・「.■ ■ ■■ |・・・■■■— —■・—■ ■ 1—・・ ■ I■ ■ ・丨| ■― I 一・.■・・■ ■ ・■ ■■■•■■・叫 ■・・・■ ■ .1 ・

PraacfskoSzil^gyi

TRANS LA FABELOCEANO 定價 2 IHI•送料 4 錢
「拓とぎの海のむかうにアダムとイヴがわまし仁とさ・・・・」だがゝこのイヴ 

は或日大發見をしてヽアダムに中しました。「赤ン坊は沖が持って來るんぢや 

; ないんだってさ!」そんな大變なイヴなんです。だからこの「童話集」を子

供なんかに見せちゃイカンですゾ!

アカイ ロシアノ 5ネンケイカク ワ イカニ ススミッツ アルカ 

ーー社會主義建設の描寫——

LA PAŜOJ DE LA JARKVINO
ロシアにおけるいろいろな方面の人人が各自の立場からロシアを內側から眺めた 

定價1圓2〇錢★送料4錢

Leono Vienano: ESPERANTO PER ESPERANTO EO錢•送料4錢

Rekta metodoのエス敎科書、 エス敎育者の好客考資料

第十一囘SATのプロトコーロが來ました

PROTOKOLARO PRI LA XI-A KONGRESO EN AMSTERDAMO
定價40錢・送料2錢 

笫十囘大會のプロトコーロの殘部少數在庫あり（定價£0錢•送料2錢）

務的蹩舉日本エスペラント學會轉科腰

iniininni 111111111111 innnniimiiiiiii 111111111111111111111111  iniijjiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiniii  111111111111111111111111111111niiniiiin Sii



夏はよし■綠濃き木蔭に海からの微風&浴びながらエス語の本を繙かん

北極へ!北極へ!永遠の氷に鎖され仁極地の空をさしてヽ氣球はひ仁すら 

に飛んで行く。しかし、あゝ、離陸地に遗留された一本の綱、それがつひに 

蓮命の綱であらうとは!これは十年後屍となって故國へ凯旋したノ ールウ 

エイ探險隊三勇士死の放浪記。興味深き記述、流麗な譯文ヽ豈富な窝眞版。や 

がては氷上に斃れるとも知らぬ身の、上氣嫌のユーモアに滿ちた日記を添ふ。

PER BALONO AL POLUSO 養料21錢・內地外30錢

彼は生れながらの放浪者であった。世界を跨にかけて步いたあげく北氷洋のエス 

キモーの曾長となった。隔絕した極寒の地にあること三十年。北米近海で難船にあ 

ひゝつひに無一文で故國へまひ戾るまでの黃金極地の奇しき運命の滯存記。

T RIDEK JIarojn en la Ora Nordo
上製3 ia 75錢・並製3圓（送料各8 W

ロ

国

ETERNA BUKEDO 套料2は扁履黑着
これはエス詩壇の驍將Kalocsay力:世界に贈る《永遠の花束》!

22ヶ國語の100に餘る詩人の名品百數十篇。あなたの書架にぜひ

Disrompo
定價60錢 
送料2錢

A s p a z i 〇

,定 fgi ¢1110 錢 
送料 8錢

彼女の夫.プロレタリアの裏切者はデッキの上に斃された。彼女 

は・しかし……彼女の父«E長は出港の命令を下した。かくて十月 

革命の先»!赤色巡洋!E Aŭroroは鎌を拔いた。クロンスタットを 

後に.巨砲は首都に向けられた。

史上未曾有の黄金時代をアテナに現出して文武萬代に輝く大政治 

家ペリクレスと、才色の譽一世に高き美姬アスペ汐ヤの燃えちが 

る愛の悲劇。稀世の英雄も熱い淚の持主でちった。譯はザ博士の 

愛弟レオン・ザメンホフ。 ・

東京市本鄕區 
元町一 ノニ四 皐费日本エスペラント學會 電話小石川5415 

振替東京!1325

エスペラント第一讀本定ほ士錢 

見本入用の方は2錢切手5枚同封ゝ 

直接著者宛に御申越し下さい。又同 

压に5部以上の御註文には二割引で 

送料當方で貝擔します。

正誤表及補遗が出來ました。御入用の 

方は2錢切手2枚そへてお申込みあれ 

石川38山代町竹內藍吉

振務金澤2537
（油繪コンティの竹像畫註文に應じます）

移轉のおしらせ
豫吿の通り、本日下記新事務所へ 

移轉致しました。今後の御通信御註 

文はすべて新住所宛に願ひます。

6月24日日本工夫ペラント學會

—新事務所所在地ーー 

東京市本鄕區元町一丁目ニ 

（市電元町下車、お茶の水文化アパー 

ト 横入る ・上記は改正番地で一般では 

十番地と音ってゐます。御注意を） 
新髯魅番號小石川（85） 5415

UĴ

p



書圖細詳
呈進錄目院書塔鐵◊

トンラベスエ 

目書行刊

九通橋ツー田神京東 

九八七三一京東替振〇 

九八七二段九話電

武

藤

丸

楠

編^

§«^
2

十
购

★

日
本
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
學
事
始

—!

伊

井

迂

氏

談

論

集

——

諸
君
は
日
本
へ 

エ
ス
ベ
ラ
ン
ト
が
や
っ
て
來
た
當
畤
の
こ
と
を
知
っ
て
ゐ
る 

かC
其
の
頃
ど
の
や
う
な
人
物
が
居
っ
て
こ
のn

:s
の
普
及
に
努
力
し
情
熱
を 

注
い
で
ゐ
た
か
を
知
っ
て
ゐ
る
か•

又
ど
ん
な
奇
人
が
居
て
奇
行
珍
淡
を
理
し 

ど
ん
な
グ
ル
！
ブ
が
あ
っ
た
か
を
知
っ
て
ゐ
る
かC
日
本
の
エ
ス.
ヘ
ラ
ン
ト
運 

動
が
今
ま
で
に
經
て
來
た
歴
史
はX
日
本
の
立
派
な
文
明
吏
の
一
部
を
な
す
も 

の
だ
。

こ
こ
に
現
れ
た
伊
井
迂
氏
の
書
物
は
彼
が
そ
の
物
凄
い
記
憶
力
と
恐
る 

べ
き
熱
情
と
正
し
い
認
議
と
を
も
っ
て
エ
ス•
ヘ
ラ
ン
ト
及
び
日
本
の
エ
ス
誌
運 

動
に
對
す
る
尊*

と
記
憶
と
を
傾
け
て
語
り
出
し
た
も
の
だ
。

こ
れ
は
エ
ス
ペ 

ラ
ン
チ
ス
ト
は
勿
冷
一
級
の
人K
も
絕
大
な
興
昧
の
あ
る
も
の
に
違
い
な
い
。 

こ
れ
を
編
ん
だ
人
に
つ
い
て
も
乂
適
所
適
林
と
莒
二
平
凡
な
語
を
も
っ
て
語
り 

こ
の
平
凡
な
ら
ぬ
書
の
實
物
を
見
て
貰
う
こ
と
に
よ
っ
て
推
賛
を
頂
戴
し
度
ハ 

と
思
ふ
。
諸
君
の
是
非
座
右
に
一
本
を
と
り
給
へ!

s—

▲

蛙
とa

s

の
大
合
戰▲

秋
田
雨
雀
先
生▲

エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
原
作
文 

*
 A

31B

文
學
に
つ
い
て▲

あ
ま
り
に«

欣
な8

考
を
怖
れ
よ▲

警
者
と
工 

ス
ペ
ラ
ン
ト▲

雷
語
崇
拜
の
三
つ
の
型
と
そ
の
克
服▲

惜
字a
▲

エ
ス
ペ
ラ 

ン
ト
學
序2

5

▲

日
本
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
學
事
始▲

イ
エ
ッ
プ
と
ア
チ
ュ
ー
ロ
イ 

▲

ア
—
マ•

ア
フ
ェ|

，
學
生▲

エ
ス
ペ
ラ
ン
ト

ロ▲

單
語
科
學
的
ー
ニ
の
問
題▲

エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
と

と
子
供▲

受!S

地
歿

ポ

エ

ウ

敎

育

部

編

★

エ

ス

ペ

ラ

ン

ト

日

記

四
六
上
製 

定

價

五

十

錢 

二
六
〇
頁 

送

料

ハ

錢

◊

エ
ス
ペ
ラ
ン
チ
ス
ト
の
必
携
手
帳
、
出
來H
 

內
容
槪
要 
◊

記
入5T

橫
線.

約
二
百
頁
。◊

マ
屁
ク
ス
、

レ
ー

ニ
ン

停 

の
音
葉
及
諺(

エ
ス
文
に
て
記
入
欄
の
上
に»

入)
◊

ブ
ロ
レ
タ
り
ア•

デ
ー
停 

を
示
し
た
先
つ
け
ロ
記
欄
・O
H
K
の
っ
け
方
。◊

國
際
通
信
の
力
法
。
ひ
エ 

ス
ペ
ラ
ン
ト
文
法
要
綱
。◊

俺
逹
の
字
引
。◊

托
れ
た
ち
の
歷
吏
、
國
際
日
本 

の
二
部
よ
り
な
る
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
史
社
會
史
對
照
表◊

エX
文H
際

ブD
レ
タ 

リ
ア
遂
動
吏
。

定

債

ハ

十

錢
 

送

料

六

錢
 

★

初
等
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
講
座(
全

一

册
) 

エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
の
溥
播
者
と
し
て
、
從
來
の
學
習
書
は
餘
り
に
も
時
代
遲
れ 

だ
っ
た
。
單
な
る
文
法
文
例
の
榔
列
や
益
學
敎
科
書
の
焼
直
し
で
は
新
し
い
生 

活
感
情
の
表
現
た
る
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
を
獲
得
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ 

新
し
い 

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
基
調
と
す
る
・
新
し
い
學
習
奔
が
絶
對
に
必
要
だ
。
本
書
こ 

そ
は
かh
る
要
求
を
完
全
に
滿
し
て
わ
る
。

中

加

虎
^

郞

著

『

ŝi
删

L、

砂芬こ
の
書
こ
そ
文
字
通
り
大
衆
の
欲
求
が
著
者
を
强
制
し
て
書
か
し
め
た
書
だ 

東
奔
西
走
の
闖
爭
裡
、
十
年
の
歳
月
と
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア•

エ
ス
ペ
ラ
ン
チ
ス
ト 

と
し
て
の
最
高
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
我
術
を
縱
横
に
馳
使
し
て
出
來
た
の
だ
。 

本
書
は
入
門
書
で
ち
り
同
時
に
極
意
へ
の
指
南
書
だC
又
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
事 

物
の
取
扱
ひ
方
の
手
引
だ
。
取
材
は
ソ
ヴ
ェ
—
ト
の
文
化
建
設
を
扱
ひ
國
際
的 

意
議
の
敎
育
に
有
力
な
道
具
を
供
給
す
るC 

* 
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高
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エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
運
動
史

舷

嘲

叱

著

ロ

レ

タ

リ

ア 

ス

ベ

ラ

ン

ト

必四
六
上
製 

定

價

二

圓
 

三
四
〇
頁 

送

料

十

二

錢

携

严

—

弘
譯

馳
組
ぬ
谭
入 

送

料

六

協

れ
の
方
面
を
見
て
も
國
際
的
問
題
は
我
々
の
死
活
の
問
題
で
あ
る
。
今 

ラ
ン
ト
の
硏
究
と
實
用
が
勃
然
と
し
て
盛
に
な
っ
た
の
は
こ
の
た
め
だ 

實
に
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
を
正®

に
有
效
に
使
用
し
得
る®

に
は
エ
ス
ペ
ラ 

本
質
を
確
實
に
按
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
。
本
質
を
礦X
に
捉
え
る©

に
は
發 

吏
を
確
實
に
提
へ
る
こ
と
が
必
要
だ
、
 

今
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
箕
用
の
飛
躍 

に
當
面
し
て
歴
吏
の
評
偵
は
何
よ
り
も
大
事
だ
、
直
ち
に
本
書
を
編
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